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取引参加者規程の一部改正新・旧規定対照表 

（下線の部分は改正箇所） 

新 旧 

 

（取引参加者料金等） 

第９条 取引参加者は，本所が定めるところにより，

取引参加者料金を本所に納入しなければならない。

 

 

２ 本所は，本所の市場における円滑な流通の確保

及び流動性の向上を目的として本所が定めた制度

に基づき，取引参加者に対して，報奨金を支払うこ

とができる。 

 （削る） 

 （削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （削る） 

 

 

 

 （削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（取引参加者料金） 

第９条 取引参加者は基本料，取引手数料，アクセス

料，ギブアップ負担金，建玉移管負担金及び取消料

を，本所が定めるところにより，本所に納入しなけ

ればならない。 

 （新設） 

 

 

 

２ 基本料の額は，本所が，規則により定める。 

３ 取引手数料の額は，各取引参加者の本所の市場

における次の各号に掲げる売買代金等（以下「取引

手数料の算出の基準」という。）に取引手数料率を

乗じて算出した額の総額（本所が定める場合を除

く。）とし，取引手数料の算出の基準及び取引手数

料率については，上場有価証券，株価指数先物取引，

個別証券オプション取引，株価指数オプション取引

及び取引所ＦＸ取引に区分して，本所が規則により

定める。 

(1) 上場有価証券ごとの売買代金又は売買数量 

(2) 株価指数先物取引における取引契約金額 

(3) 個別証券オプション取引における取引代金 

(4) 株価指数オプション取引における取引代金 

(5) 取引所ＦＸ取引における取引数量 

４ アクセス料の額は，各取引参加者の本所の市場

における注文（本所が規則により定めるものに限

る。）の件数の区分に応じて定める額とし，当該区

分及び額は，本所が規則により定める。 

５ ギブアップ負担金は，清算執行取引参加者（株

価指数先物取引に関する業務規程及び受託契約準

則の特例第33条第２項，個別証券オプション取引に

関する業務規程，信用取引・貸借取引規程及び受託

契約準則の特例第39条第２項又は株価指数オプシ

ョン取引に関する業務規程及び受託契約準則の特

例第38条第２項に規定する清算執行取引参加者を

いう。）が納入するものとし，当該額は，本所が規
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 （削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（有価証券等清算取次ぎに対する適用） 

第56条 有価証券の売買等に係る有価証券等清算取

次ぎについては，有価証券等清算取次ぎを委託する

取引参加者を当該有価証券の売買等を行う者とみ

なして第４条第１項，第22条及び第22条の２の規定

を適用する。 

 

 

 付  則 

１ この規則は，平成23年２月14日から施行する。 

２ 前項の規定にかかわらず，売買システムの稼働

に支障が生じたことにより，改正後の規定により売

買を行うことができない又はそのおそれがあると

則により定める。 

６ 建玉移管負担金は，先物・オプション取引に係

る未決済約定（以下「未決済約定」という。）を他

の取引参加者が引き継ぐ場合（先物・オプション取

引に係る証拠金及び未決済約定の引継ぎ等に関す

る規則第２章第２節に規定する取引参加者の支払

不能による売買停止等の場合において他の取引参

加者が当該未決済約定を引き継ぐ場合を除く。）に

おける当該他の取引参加者が納入するものとし，当

該額は，本所が規則により定める。 

７ 取消料は，過誤のある注文により有価証券の売

買等が成立した場合において，業務規程第13条第１

項，Ｊ－ＮＥＴ市場に関する有価証券上場規程，業

務規程，信用取引・貸借取引規程及び受託契約準則

等の特例第18条の２第１項，株価指数先物取引に関

する業務規程及び受託契約準則の特例第10条の３

第１項，個別証券オプション取引に関する業務規

程，信用取引・貸借取引規程及び受託契約準則の特

例第15条の２第１項，株価指数オプション取引に関

する業務規程及び受託契約準則の特例第13条の２

第１項又は取引所外国為替証拠金取引に関する業

務規程及び受託契約準則の特例（以下「取引所ＦＸ

取引特例」という。）第15条第１項の規定に基づき，

有価証券の売買等の取消しが行われたときに，当該

過誤のある注文を発注した取引参加者が納入する

ものとし，その額は，本所が規則により定める。 

 

（有価証券等清算取次ぎに対する適用） 

第56条 有価証券の売買等に係る有価証券等清算取

次ぎについては，有価証券等清算取次ぎを委託する

取引参加者を当該有価証券の売買等を行う者とみ

なして第４条第１項，第９条，第22条及び第22条の

２の規定を適用する。 
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本所が認める場合には，平成23年２月14日以後の本

所が定める日から施行する。 
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Ｊ－ＮＥＴ市場に関する有価証券上場規程，業務規程，信用取引・貸借取引規程及び受託契約準則等の特例の

一部改正新・旧規定対照表 

（下線の部分は改正箇所） 

新 旧 

 

（用語の意義） 

第２条 この特例において使用する用語の意義につ

いては，次の各号に定めるところによるほか，各条

項中に定めるところによるものとする。 

(1)～(5) （略） 

(6) Ｊ－ＮＥＴデリバティブ取引とは，立会によ

らない市場デリバティブ取引であって，次号及

び第８号に定める取引をいう。 

 

(7) Ｊ－ＮＥＴデリバティブ単一銘柄取引とは，

この特例の定めるところに従って行う本所が定

める数量以上の市場デリバティブ取引をいう。 

(8) Ｊ－ＮＥＴコンボ取引とは，この特例に定め

るところに従って本所が定める数の銘柄（株価

指数先物取引にあっては限月取引をいう。以下

同じ。）に係る売付け及び買付けを同時に行う

市場デリバティブ取引をいう。 

(9)～(11) （略） 

 

（Ｊ－ＮＥＴデリバティブ取引の呼値） 

第31条 （略） 

２・３ （略） 

４ 売付けと買付けを同時に行うＪ－ＮＥＴデリバ

ティブ単一銘柄取引の呼値は，同一の取引参加者が

売呼値とそれに対当させるための買呼値を同時に

行うことによるものとする。 

 

５ Ｊ－ＮＥＴコンボ取引の呼値は,同一の取引参

加者が各銘柄の売呼値とそれに対当させるための

買呼値を同時に行うことによるものとする。 

６ （略） 

 

（Ｊ－ＮＥＴデリバティブ取引による取引契約の締

結） 

第33条 Ｊ－ＮＥＴデリバティブ単一銘柄取引にお

 

（用語の意義） 

第２条 この特例において使用する用語の意義につ

いては，次の各号に定めるところによるほか，各条

項中に定めるところによるものとする。 

(1)～(5) （略） 

(6) Ｊ－ＮＥＴデリバティブ取引とは，立会によ

らない市場デリバティブ取引であって，この特

例の定めるところに従って行う本所が定める数

量以上の取引をいう。 

  （新設） 

 

 

  （新設） 

 

 

 

 

(7)～(9) （略） 

 

（Ｊ－ＮＥＴデリバティブ取引の呼値） 

第31条 （略） 

２・３ （略） 

４ 同一銘柄（株価指数先物取引にあっては同一限

月取引）において，売付けと買付けを同時に行うＪ

－ＮＥＴデリバティブ取引の呼値は，同一の取引参

加者が売呼値とそれに対当させるための買呼値を

同時に行うことによるものとする。 

 （新設） 

 

 

５ （略） 

 

（Ｊ－ＮＥＴデリバティブ取引による取引契約の締

結） 

第33条 Ｊ－ＮＥＴデリバティブ取引においては，売
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いては，売呼値又は買呼値のいずれか一方の呼値と

当該呼値と対当させるために行われた呼値とが合

致したときに，当該呼値の間に取引を成立させる。

２ Ｊ－ＮＥＴコンボ取引においては，各銘柄の売

呼値とこれと対当させるために行われた買呼値と

がすべて合致した時に，各銘柄に係る各呼値の間に

取引を成立させる。 

３ 前２項の規定にかかわらず，前２項の呼値に係

る値段が立会における取引状況等を勘案し本所が

適当でないと認めた場合には，取引を成立させな

い。 

 

（Ｊ－ＮＥＴデリバティブ取引の一時中断） 

第35条 本所は，次の各号に掲げる場合には，当該各

号に定める銘柄について立会による取引を一時中

断している間，当該各号に定める銘柄に係るＪ－Ｎ

ＥＴデリバティブ取引を一時中断する。 

 

 

 

(1) 指数先物特例第14条の２の規定により株価指

数先物取引の全部又は一部の銘柄に係る立会に

よる取引の一時中断が行われた場合 

  当該取引の一時中断が行われた銘柄 

(2) 個別証券オプション特例第19条の２の規定に

より個別証券オプション取引の銘柄の立会によ

る一時中断が行われた場合 

  当該取引の一時中断が行われた銘柄 

(3) 指数オプション特例第17条の２の規定により

株価指数オプション取引の全部又は一部の銘柄

について立会による取引の一時中断が行われた

場合 

  当該取引の一時中断が行われた銘柄 

 

（Ｊ－ＮＥＴデリバティブ取引に係る過誤訂正等の

ための取引） 

第36条の２ 取引参加者は，顧客の注文を真にやむを

得ない事由による過誤等により，委託の本旨に従っ

て本所の市場においてＪ－ＮＥＴデリバティブ取

引を執行することができなかった場合は，本所が定

呼値又は買呼値のいずれか一方の呼値と当該呼値

と対当させるために行われた呼値とが合致したと

きに，当該呼値の間に取引を成立させる。 

 （新設） 

 

 

 

 （新設） 

 

 

 

 

（Ｊ－ＮＥＴデリバティブ取引の一時中断） 

第35条 本所は，指数先物特例第14条の２又は指数オ

プション特例第17条の２の規定により立会による

株価指数先物取引の限月取引又は株価指数オプシ

ョン取引の銘柄について取引を一時中断した場合

には，当該限月取引又は銘柄について立会による取

引を一時中断している間，当該限月取引又は銘柄に

係るＪ－ＮＥＴデリバティブ取引を一時中断する。

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 （新設） 
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めるところにより，あらかじめ本所の承認を受け，

当該承認に係る売付け又は買付けを，本所が適正と

認める値段により，自己がその相手方となって執行

することができる。 

２ 前項の売付け又は買付けに係る決済は，当該顧

客の売付け又は買付けを，委託の本旨に従って執行

することができた場合における決済日に行うもの

とする。 

 

（委託の際の指示事項等） 

第36条の３ 顧客がＪ－ＮＥＴデリバティブ取引の

委託をする場合には，その都度，次の各号に掲げる

事項を取引参加者に指示又は通知するものとする。

ただし，顧客があらかじめ指定した方法に従いＪ－

ＮＥＴデリバティブ取引の決済を行うことについ

て，取引参加者が同意している場合には，第３号に

掲げる事項の指示があったものとみなす。 

(1) Ｊ－ＮＥＴデリバティブ単一銘柄取引又はＪ

－ＮＥＴコンボ取引の区分 

(2) 次のａからｃまでの市場デリバティブ取引の

区分に従い，当該区分に定める事項 

ａ 株価指数先物取引 

(a) 取引対象株価指数 

(b) 日経平均を対象とする株価指数先物取引

については，Large取引又はMini取引の別 

(c) 限月取引 

ｂ 個別証券オプション取引 

(a) オプション対象証券 

(b) 個別証券オプション１単位のオプション

対象証券の数量 

(c) 個別証券プットオプション又は個別証券

コールオプションの別 

(d) 限月取引 

(e) 権利行使価格 

ｃ 株価指数オプション取引 

(a) 取引対象株価指数 

(b) 株価指数プットオプション又は株価指数

コールオプションの別 

(c) 限月取引 

(d) 権利行使価格 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （新設） 
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(3) 新規の売付け若しくは新規の買付け又は転売

若しくは買戻しの区別 

(4) 数量 

(5) 値段 

(6) 取引時間 

(7) 委託注文の有効期間 

２ 前項各号列記以外の部分の規定にかかわらず，

顧客と取引参加者との間に合意がある場合には，顧

客は，取引を委託した取引日の終了する日の午後４

時30分までの取引参加者の指定する時限までに，前

項第３号に掲げる事項の指示を行うことができる。

３ 前項の場合において，顧客が取引参加者に前項

の定める時限までに前項の指示を行わないときは，

新規の売付け又は新規の買付けの指示があったも

のとみなす。 

 

（ギブアップに係る株価指数先物取引の委託の際の

指示事項等） 

第36条の４ 顧客がギブアップに係るＪ－ＮＥＴデ

リバティブ取引を委託する場合には，その都度，注

文執行取引参加者に対し，前条第１項各号（第３号

を除く。）に掲げる事項のほか，次の各号に掲げる

事項を指示するものとする。 

(1) ギブアップに係るＪ－ＮＥＴデリバティブ取

引である旨 

(2) 指定清算執行取引参加者名 

(3) 指定清算執行取引参加者において当該ギブア

ップに係るＪ－ＮＥＴデリバティブ取引がいず

れの顧客によるものか確認するために必要な事

項 

２ 前項の規定にかかわらず，顧客と注文執行取引

参加者及び指定清算執行取引参加者との間に合意

がある場合には，取引を委託した取引日の終了する

日の午後４時までの注文執行取引参加者の指定す

る時限までに，前項の指示を行うことができるもの

とする。 

３ 前条第１項ただし書及び第２項の規定にかかわ

らず，ギブアップが成立した場合には,顧客は，清

算執行取引参加者に対し，取引を委託した取引日の

終了する日の午後４時30分までの清算執行取引参

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （新設） 
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加者の指定する時限までに，新たに発生したＪ－Ｎ

ＥＴデリバティブ取引に係る同条第１項第３号に

掲げる事項を指示するものとする。 

４ 顧客が委託しようとするＪ－ＮＥＴデリバティ

ブ取引がギブアップに係るものである場合におい

ては，前条第１項ただし書（「ただし,」を除く。

以下同じ。），同条第２項及び同条第３項の規定を

準用する。この場合において，第１項ただし書，第

２項及び第３項中「取引参加者」とあるのは「清算

執行取引参加者」と読み替え，第１項ただし書中「第

３号」とあるのは「前条第１項第３号」と，第２項

中「前項」とあるのは「前条第１項」と，第３項中

「前項」とあるのは「前条第２項」と，それぞれ読

み替えるものとする。 

５ ギブアップに係るＪ－ＮＥＴデリバティブ取引

の売付け又は買付けが消滅した場合には，当該Ｊ－

ＮＥＴデリバティブ取引についての顧客と注文執

行取引参加者との間の委託が終了し，同時に，同項

の規定により新たに発生したＪ－ＮＥＴデリバテ

ィブ取引の売付け又は買付けについての顧客と清

算執行取引参加者との間の決済に係る委託が新た

に成立するものとする。 

 

（Ｊ－ＮＥＴデリバティブ取引再開時における委託

注文の効力） 

第37条 Ｊ－ＮＥＴデリバティブ取引における委託

注文は，第36条の３第１項第７号に規定する顧客が

指示した当該委託注文の有効期間内においては，本

所が第36条の規定に基づき当該取引の停止を行っ

た場合においても，その効力を有する。ただし，顧

客が当該場合に委託注文を失効させる旨の指示を

行っているときは，この限りでない。 

 

 

 

（指数先物特例等の準用） 

第38条 指数先物特例第６条から第８条まで，第10

条の２及び第12条，個別証券オプション特例第11

条から第13条まで，第15条の２及び第17条並びに指

数オプション特例第８条から第11条まで，第13条の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ｊ－ＮＥＴデリバティブ取引再開時における委託

注文の効力） 

第37条 Ｊ－ＮＥＴデリバティブ取引における委託

注文は，指数先物特例第47条第１項第８号，個別証

券オプション特例第69条第１項第11号又は指数オ

プション特例第56条第１項第９号に規定する顧客

が指示した当該委託注文の有効期間内においては，

本所が前条の規定に基づき当該取引の停止を行っ

た場合においても，その効力を有する。ただし，顧

客が当該場合に委託注文を失効させる旨の指示を

行っているときは，この限りでない。 

 

（指数先物特例等の準用） 

第38条 指数先物特例第６条から第８条まで，第10

条の３及び第12条，個別証券オプション特例第11

条から第13条まで，第15条の２及び第17条並びに指

数オプション特例第８条から第11条まで，第13条の
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２及び第15条の規定は，Ｊ－ＮＥＴデリバティブ取

引について準用する。 

２ Ｊ－ＮＥＴデリバティブ取引においては，指数

先物特例第４条の２，個別証券オプション特例第９

条の２及び指数オプション特例第６条の２の規定

は適用しない。 

 

 

 付  則 

１ この特例は，平成23年２月14日から施行する。 

２ 前項の規定にかかわらず，売買システムの稼働

に支障が生じたことにより，改正後の規定により売

買を行うことができない又はそのおそれがあると

本所が認める場合には，平成23年２月14日以後の本

所が定める日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２及び第15条の規定は，Ｊ－ＮＥＴデリバティブ取

引について準用する。 

 （新設） 
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株価指数先物取引に関する業務規程及び受託契約準則の特例の一部改正新・旧規定対照表 

（下線の部分は改正箇所） 

新 旧 

 

（限月取引及びその数） 

第４条 株価指数先物取引は，毎月の第二金曜日（休

業日に当たるときは，順次繰り上げる。）の前日（休

業日に当たるときは，順次繰り上げる。以下同じ。）

に終了する取引日を取引 終日とする取引（以下

「限月取引」という。）に区分して行うものとする。

 

２ 限月取引の数及びその期間は，次の各号に定め

るところによる。 

(1)  Mini取引を除く株価指数先物取引は，３月，

６月，９月及び12月の限月取引（以下「特定限

月取引」という。）の５限月取引制とし，各限

月取引の期間は１年３か月とする。 

(2) Mini取引は，特定限月取引の２限月取引及び

当該特定限月取引以外の直近の３限月取引の５

限月取引制とし，各限月取引の期間は，特定限

月取引を６か月，特定限月取引以外の各限月取

引を４か月又は５か月とする。 

３～５ （略） 

 

（ストラテジー取引） 

第４条の２ 取引参加者（取引参加者規程第２条第

３項に規定する先物取引等取引参加者をいう。以下

同じ。）は，レギュラー・セッションにおいて，複

数の株価指数先物取引の売付け又は買付け（同一の

顧客又は自己の計算による売付け又は買付けに限

る。）を同時に成立させる取引（以下「ストラテジ

ー取引」という。）を行うことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（限月取引及びその数） 

第４条 株価指数先物取引は，３月，６月，９月及

び12月の第二金曜日（休業日に当たるときは，順次

繰り上げる。）の前日（休業日に当たるときは，順

次繰り上げる。以下同じ。）に終了する取引日を取

引 終日とする取引（以下「限月取引」という。）

に区分して行うものとする。 

２ 限月取引の数及びその期間は，次の各号に定め

るところによる。 

(1)  Mini取引を除く株価指数先物取引は，５限月

取引制とし，各限月取引の期間は１年３か月と

する。 

 

(2) Mini取引は，２限月取引制とし，各限月取引

の期間は６か月とする。 

 

 

 

３～５ （略） 

 

（限月間スプレッド取引） 

第４条の２ 取引参加者（取引参加者規程第２条第

３項に規定する先物取引等取引参加者をいう。以下

同じ。）は，立会において，取引対象株価指数（MSCI 

JAPANを除く。）を同一とする限月取引について，

二つの限月取引のうち同一数量による一方の限月

取引の売付けと他方の限月取引の買付け（同一の顧

客又は自己の計算による売付け及び買付けに限

る。）を同時に行おうとするときは，限月間スプレ

ッド取引（二つの限月取引のうち取引 終日が後に

到来する限月取引の値段から取引 終日が先に到

来する限月取引の値段を差し引いて得た値段（以下

「スプレッド値段」という。）により呼値を行う取

引で，当該呼値について取引が成立したときは成立

した呼値に係る数量と同一数量の一方の限月取引

の売付け及び他方の限月取引の買付けが成立する
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２ ストラテジー売取引及びストラテジー買取引に

より成立する株価指数先物取引の売付け又は買付

けの組合せは，本所が定めるストラテジー取引の種

類ごとに本所が定める。 

 

 

 

 

 

３ 取引参加者は，ストラテジー取引を行おうとす

るときは，本所が定めるストラテジー取引の値段の

算出方法により得た数値（以下「ストラテジー値段」

という。）を用いて呼値を行うものとする。 

 

 

 

４ ストラテジー取引において，ストラテジー売呼

値とは，ストラテジー売取引に係る呼値をいい，ス

トラテジー買呼値とは，ストラテジー買取引に係る

呼値をいう。 

 

（立会の区分及び取引時間等） 

第５条 競争売買市場（本所の市場（ＪＡＳＤＡＱに

おける有価証券上場規程第２条に規定するＪＡＳ

ＤＡＱを除く。）のうち売買立会による有価証券の

売買又は立会による市場デリバティブ取引を行う

市場をいう。）における株価指数先物取引（以下こ

の節及び第48条において単に「株価指数先物取引」

という。）の立会は，日中立会及びイブニング・セ

ッションに分かち，各立会の取引時間は，次の各号

に掲げる立会の区分に従い，当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(1) 日中立会 

ａ オープニング・オークション 

 午前９時とする。 

ｂ レギュラー・セッション 

 午前９時から午後３時10分までとする。 

ｃ クロージング・オークション 

取引をいう。以下同じ。）を行うことができるもの

とする。 

２ 限月間スプレッド取引は，次の各号に掲げる株

価指数先物取引の区分ごとに，当該各号に定める限

月取引間について行うものとする。 

(1) Mini取引を除く株価指数先物取引 

  ５限月取引のうち，直近の限月取引と当該直

近の限月取引以外の４限月取引との間 

(2) Mini取引 

  直近の限月取引と当該直近の限月取引以外の

限月取引との間 

３ 限月間スプレッド取引において，スプレッド売

呼値とは，直近の限月取引の買付け及び直近の限月

取引以外の限月取引の売付けに係るスプレッド値

段による呼値をいい，スプレッド買呼値とは，直近

の限月取引の売付け及び直近の限月取引以外の限

月取引の買付けに係るスプレッド値段による呼値

をいうものとする。 

 （新設） 

 

 

 

 

（立会の区分及び立会時等） 

第５条 競争売買市場（本所の市場（ＪＡＳＤＡＱに

おける有価証券上場規程第２条に規定するＪＡＳ

ＤＡＱを除く。）のうち売買立会による有価証券の

売買又は立会による市場デリバティブ取引を行う

市場をいう。）における株価指数先物取引（以下こ

の節及び第48条において単に「株価指数先物取引」

という。）の立会は，午前立会，午後立会及びイブ

ニング・セッションに分かち，各立会時は，次の各

号に掲げる株価指数先物取引の対象の区分に従い，

当該各号に定めるところによる。 

(1) 日経300 

  午前立会は午前９時から11時まで，午後立会

は午後０時30分から３時15分まで，イブニン

グ・セッションは午後４時30分から11時30分ま

でとする。 

 



- 13 - 

 午後３時15分とする。 

(2) イブニング・セッション 

ａ オープニング・オークション 

 午後４時30分とする。 

ｂ レギュラー・セッション 

 午後４時30分から11時25分までとする。 

ｃ クロージング・オークション 

 午後11時30分とする。 

２ 本所は，必要があると認めるときは，前項の取

引時間を臨時に変更することができる。この場合に

おいては，あらかじめその旨を取引参加者に通知す

る。 

３ 休業日においては，株価指数先物取引の立会（Ｊ

－ＮＥＴデリバティブ取引（Ｊ－ＮＥＴ市場に関す

る有価証券上場規程，業務規程，信用取引・貸借取

引規程及び受託契約準則等の特例第２条第６号に

規定するＪ－ＮＥＴデリバティブ取引をいう。）を

含む。）を行わない。 

 

（競争取引における呼値の順位） 

第９条 （略） 

２ 株価指数先物取引の競争取引における呼値の順

位は，次の各号に定めるところによる。 

 

 

(1) （略） 

(2) 同一値段の呼値については，呼値が行われた時

間の先後により，先に行われた呼値は，後に行

われた呼値に優先する。 

（削る） 

 

（削る） 

 

 

(3) 成行呼値は，それ以外の呼値に値段的に優先

する。 

 （削る） 

 

 

 

 

(2) 日経平均，業種別指数，MSCI JAPAN及びRNP指

数 

  午前立会は午前９時から11時まで，午後立会

は午後０時30分から３時10分まで，イブニン

グ・セッションは午後４時30分から11時30分ま

でとする。 

 

２ 本所は，必要があると認めるときは，前項の立

会時を臨時に変更することができる。この場合にお

いては，あらかじめその旨を取引参加者に通知す

る。 

３ 休業日においては，株価指数先物取引の立会（Ｊ

－ＮＥＴデリバティブ取引（Ｊ－ＮＥＴ市場に関す

る有価証券上場規程，業務規程，信用取引・貸借取

引規程及び受託契約準則等の特例第２条第６号に

規定するＪ－ＮＥＴデリバティブ取引をいう。以下

同じ。）を含む。）を行わない。 

 

（競争取引における呼値の順位） 

第９条 （略） 

２ 株価指数先物取引の競争取引における呼値（立

会による呼値をいう。この条から第10条の２まで，

第11条及び第42条において同じ。）の順位は，次の

各号に定めるところによる。 

(1) （略） 

(2) 同一値段の呼値については，次に定めるところ

による。 

 

ａ 呼値が行われた時間の先後により，先に行

われた呼値は，後に行われた呼値に優先する。

ｂ 同時に行われた呼値及び行われた時間の先

後が明らかでない呼値の順位は，本所が定め

る。 

(3) 成行呼値は，それ以外の呼値に値段的に優先

し，成行呼値相互間の順位は，同順位とする。 

３ 立会の始めの約定数値が決定されるまでに行わ

れたすべての呼値及び本所が定めるところにより

特定の限月取引について取引が中断された場合の

中断後 初の約定数値が決定されるまでに行われ
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 （削る） 

 

 

 

 

３ ストラテジー取引に係る前項の規定の適用につ

いては，前項中「値段」とあるのは「ストラテジー

値段」と，「売呼値」とあるのは「ストラテジー売

呼値」と，「買呼値」とあるのは「ストラテジー買

呼値」とする。 

 

 

 

（個別競争取引） 

第10条 （略） 

２ レギュラー・セッションにおける株価指数先物

取引の個別競争取引は，第４項に規定する場合を除

き，売呼値の競合，買呼値の競合及び売呼値と買呼

値との争合により， も低い値段の売呼値と も高

い値段の買呼値とが合致するとき，その値段を約定

数値とし，前条第２項に定める呼値の順位に従っ

て，対当する呼値の間に取引を成立させることによ

り行う。 

 （削る） 

 （削る） 

 

 

 （削る） 

 （削る） 

 

 

 

３ オープニング・オークション及びクロージン

グ・オークションにおける株価指数先物取引の個別

競争取引は，売呼値の競合，買呼値の競合及び売呼

値と買呼値との争合により，次の各号に掲げる値段

を約定数値とし，前条第２項に定める呼値の順位に

従って，対当する呼値の間に取引を成立させること

たすべての呼値は，それぞれ同時に行われたものと

みなす。 

４ 午後立会終了時において第11条第４項の規定に

より定める値幅の限度の値段により対当されるこ

ととなる場合の成行呼値は，当該値段による呼値と

する。この場合において，当該値段による呼値は，

すべて同時に行われたものとみなす。 

５ 限月間スプレッド取引に係る第２項及び第３項

の規定の適用については，第２項中「値段」とある

のは「スプレッド値段」と，「売呼値」とあるのは

「スプレッド売呼値」と，「買呼値」とあるのは「ス

プレッド買呼値」と，第３項中「約定数値」とある

のは「約定スプレッド値段」と，「特定の限月取引」

とあるのは「特定の限月間スプレッド取引」とする。

 

（個別競争取引） 

第10条 （略） 

２ 株価指数先物取引の個別競争取引においては，

次の各号に掲げる約定数値を定める場合を除き，売

呼値の競合，買呼値の競合及び売呼値と買呼値との

争合により， も低い値段の売呼値と も高い値段

の買呼値とが合致するとき，その値段を約定数値と

し，前条第２項に定める呼値の順位に従って，対当

する呼値の間に取引を成立させる。 

 

(1) 立会の始めの約定数値 

(2) 本所が定めるところにより，特定の限月取引

について取引が中断された場合の中断後 初の

約定数値 

(3) 立会終了時における約定数値 

(4) 前各号に定めるもののほか，本所が定めると

ころにより気配表示が行われている場合の約定

数値及び本所が呼値の状況から必要があると認

める場合の約定数値 

３ 前項各号の約定数値を定める場合においては，

売呼値の競合，買呼値の競合及び売呼値と買呼値と

の争合により，次の各号に掲げる売呼値の合計数量

と買呼値の合計数量とが一定の値段で合致すると

き，その値段を約定数値とし，前条第２項に定める

呼値の順位に従って，対当する呼値の間に取引を成
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により行う。 

 

 

 

 

(1) 売呼値又は買呼値のいずれか一方に呼値があ

る値段のうち，売呼値と買呼値が対当する値段 

(2) 前号の値段が複数ある場合には，取引が成立

したときに約定数量が 大となる値段 

(3) 前号の値段が複数ある場合には，当該値段以

下の値段による売呼値の全部の数量及び当該値

段以上の値段による買呼値の全部の数量の差

（以下「不均衡数量」という。）が 小となる

値段 

 

(4) 前号の値段が複数あるとき。 

ａ すべての値段で不均衡数量が売超となると

きは， も低い値段 

ｂ すべての値段で不均衡数量が買超となると

きは， も高い値段 

ｃ 前ａ及びｂのいずれにも該当しないとき。 

(a) 当該値段（不均衡数量が 小となる値段

に買超となる値段及び売超となる値段があ

る場合は，不均衡数量が売超となる値段の

うち も低い値段と不均衡数量が買超とな

る値段のうち も高い値段に限る。以下こ

のｃにおいて同じ。）のうち も高い値段

が直前の約定数値（当該取引日に約定数値

がない場合は，呼値の制限値幅の基準値段。

以下このｃにおいて同じ。）以下の場合は，

当該 も高い値段 

(b) 当該値段のうち も低い値段と も高い

値段の間に直前の約定数値がある場合は，

当該直前の約定数値 

(c) 当該値段のうち も低い値段が直前の約

定数値以上の場合は，当該 も低い値段 

４ 本所が定めるところにより取引が中断された場

合の中断後再開時の約定数値を定める場合及び本

所が呼値の状況から必要があると認める場合は，前

項の規定による株価指数先物取引の個別競争取引

立させる。ただし，前項第３号の約定数値を定める

場合で，午後立会終了時において前条第４項の規定

により定める値幅の限度の値段により対当される

こととなるとき以外の場合は，本項第３号ｂの規定

を適用しない。 

(1) 成行呼値の全部の数量 

 

(2) 当該値段に満たない値段による売呼値及び当

該値段を超える値段による買呼値の全部の数量 

(3) 当該値段による呼値について，次に掲げる数

量 

ａ 売呼値又は買呼値のいずれか一方の全部の

数量 

ｂ 他方の呼値の数量については，本所が定め

る数量 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 前項の場合において，売呼値の合計数量と買呼

値の合計数量とが合致する一定の値段が二つ以上

あるときの約定数値は，これらの値段のうちに立会

における直前の約定数値（限月間スプレッド取引に
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を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

５ 第３項の規定にかかわらず，クロージング・オ

ークションにおける約定数値を定める取引の値段

が，立会における直前の約定数値（ストラテジー取

引による約定数値を除く。）を基準として，本所が

定める値幅を超えるときは，取引を不成立とする。

６ ストラテジー取引に係る第２項の規定の適用に

ついては，「約定数値」とあるのは「約定ストラテ

ジー値段」と，「値段」とあるのは「ストラテジー

値段」と，「売呼値」とあるのは「ストラテジー売

呼値」と，「買呼値」とあるのは「ストラテジー買

呼値」とする。 

 

 

 

 

 

７ ストラテジー取引が成立したときは，その組合

せに従い成立する株価指数先物取引の売付け又は

買付けに係る約定数値は，ストラテジー取引の約定

値段に基づき本所が定める。 

 

 

 

  （削る） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

よる約定数値を除く。この項及び次項における「直

前の約定数値」について同じ。）と同一の値段があ

るときは，当該値段とし，直前の約定数値と同一の

値段がないときは，直前の約定数値に も近接する

値段とする。ただし，本所が直前の約定数値を基準

とすることが適当でないと認めるときは，本所がそ

の都度定める値段とする。 

５ 第３項の規定にかかわらず，第２項第３号の約

定数値を定める取引の値段が，直前の約定数値（本

所が定めるところにより気配表示が行われている

ときは，当該気配値段）を基準として，本所が定め

る値幅を超えるときは，取引を不成立とする。 

６ 限月間スプレッド取引に係る第２項から前項ま

での規定の適用については，第２項から前項までの

規定中第４項かっこ書に規定する約定数値を除き

「約定数値」とあるのは「約定スプレッド値段」と，

「値段」とあるのは「スプレッド値段」と，第２項

から第４項までの規定中「売呼値」とあるのは「ス

プレッド売呼値」と，「買呼値」とあるのは「スプ

レッド買呼値」と，第２項中「特定の限月取引」と

あるのは「特定の限月間スプレッド取引」と，前項

中「気配値段」とあるのは「気配スプレッド値段」

とする。 

  （新設） 

 

 

 

 

（限月間スプレッド取引の呼値について取引が成立

したときの売付け又は買付けに係る約定数値） 

第10条の２ 限月間スプレッド取引の呼値について

取引が成立したときの各限月取引の売付け又は買

付けに係る約定数値は，次の各号に掲げる限月取引

の区分に従い，当該各号に定める値段とする。 

(1) 直近の限月取引 

  限月間スプレッド取引の当該呼値について取

引が成立した時の立会による株価指数先物取引

における直近の限月取引の直前の約定数値（本

所が定めるところにより気配表示が行われてい

るときは，当該気配値段。）とし，限月間スプ
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レッド取引の当該呼値について取引が成立した

時までに，直近の限月取引に当該立会（午後立

会にあっては，午前立会及び午後立会）におけ

る約定数値（本所が定めるところにより気配表

示された気配値段を含む。）がない場合には，

直近に算出した清算数値（業務方法書第48条第

１項に規定する清算数値（当該清算数値が呼値

の単位の整数倍でないときは，当該清算数値に

も近接する呼値の単位の整数倍の値段（該当

する値段が２つある場合は，高い方の値段））

をいう。この号において同じ。）とする。ただ

し，清算数値がない場合には，本所が現実数値

その他の実情を勘案して定める値段とする。 

(2) 直近の限月取引以外の限月取引 

  前号の規定に基づき直近の限月取引の約定数

値とする値段に限月間スプレッド取引の当該呼

値に係る約定スプレッド値段を加えて得た値段

とする。 

２ 前項の規定にかかわらず，前項第２号の規定に

より算出する値段が直近の限月取引以外の限月取

引の第11条第４項の規定により定める値幅の限度

を超える値段となる場合の約定数値は，次の各号に

掲げる限月取引の区分に従い，当該各号に定める値

段とする。 

(1) 直近の限月取引 

  次号の規定に基づき直近の限月取引以外の限

月取引の約定数値とする値段から限月間スプレ

ッド取引の当該呼値に係る約定スプレッド値段

を減じて得た値段とする。 

(2) 直近の限月取引以外の限月取引 

  次のａ又はｂに定める値段とする。 

ａ 前項第２号の規定により算出される値段が

直近の限月取引以外の限月取引の第11条第４

項の規定により定める値幅の上限の値段を上

回る場合には，当該値幅の上限の値段 

ｂ 前項第２号の規定により算出される値段が

直近の限月取引以外の限月取引の第11条第４

項の規定により定める値幅の下限の値段を下

回る場合には，当該値幅の下限の値段 
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第10条の２ （略） 

 

（呼 値） 

第11条 （略） 

２ （略） 

３ 株価指数先物取引の呼値の単位は，次の各号に

掲げる株価指数先物取引の対象の区分に従い，当該

各号に定めるところによる。 

(1) （略） 

(2) 日経平均 

ａ Large取引 

 10円とする。ただし，ストラテジー取引に

ついては，５円とする。 

ｂ Mini取引 

 ５円とする。ただし，ストラテジー取引に

ついては，１円とする。 

(3) （略） 

(4) MSCI JAPAN及びRNP指数 

  0.5ポイントとする。ただし，RNP指数に係る

ストラテジー取引については，0.1ポイントとす

る。 

４ 株価指数先物取引の呼値は，本所が定める値幅

の限度を超える値段により行うことができない。た

だし，ストラテジー取引の呼値を行う場合の値幅の

限度は定めない。 

５ 取引参加者は，次の各号に掲げる立会の区分に

従い，当該各号に定める間，呼値を行うことができ

る。ただし，ストラテジー取引の呼値は，レギュラ

ー・セッション（第10条第２項に規定する取引を行

っているときに限る。）においてのみ行うことがで

きる。 

(1) 日中立会 

ａ オープニング・オークション 

 午前８時から９時までの間 

ｂ レギュラー・セッション 

 午前９時から午後３時10分までの間 

ｃ クロージング・オークション 

 午後３時10分から３時15分までの間 

(2) イブニング・セッション 

ａ オープニング・オークション 

第10条の３ （略） 

 

（呼 値） 

第11条 （略） 

２ （略） 

３ 株価指数先物取引の呼値の単位は，次の各号に

掲げる株価指数先物取引の対象の区分に従い，当該

各号に定めるところによる。 

(1) （略） 

(2) 日経平均 

ａ Large取引 

 10円とする。ただし，限月間スプレッド取

引については，５円とする。 

ｂ Mini取引 

 ５円とする。ただし，限月間スプレッド取

引については，１円とする。 

(3) （略） 

(4) MSCI JAPAN及びRNP指数 

  0.5ポイントとする。ただし，RNP指数に係る

限月間スプレッド取引については，0.1ポイント

とする。 

４ 株価指数先物取引の呼値は，本所が定める値幅

の限度を超える値段により行うことができない。た

だし，限月間スプレッド取引の呼値を行う場合の値

幅の限度は定めない。 

５ 取引参加者は，次の各号に掲げる立会の区分に

従い，当該各号に定める間，呼値を行うことができ

る。 

 

 

 

(1) 午前立会及び午後立会 

  立会開始時の25分前から立会終了時までの間 

 

 

 

 

 

(2)  イブニング・セッション 

  立会開始時の15分前から立会終了時までの間 
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 午後４時15分から４時30分までの間 

ｂ レギュラー・セッション 

 午後４時30分から11時25分までの間 

ｃ クロージング・オークション 

 午後11時25分から11時30分までの間 

６ 前項の規定にかかわらず，第５条第２項の規定

により取引時間が変更された場合及び本所が定め

るところにより取引が中断された場合における呼

値を行うことができる時間は，本所がその都度定め

る。 

７ 本所は，第５項の呼値が行われたときは，その

順序に従って，直ちにその内容を売買システムによ

り記録するものとする。 

８ 株価指数先物取引の呼値は，本所が定める有効

期間条件又は執行数量条件を付して行わなければ

ならない。 

９ 取引参加者は，本所が定める条件を呼値に付す

ことができる。ただし，売買システムの稼働に支障

が生じた場合その他本所が必要と認めた場合は，こ

の限りでない。 

10・11 （略） 

 

（リクエスト･フォー･クォート） 

第11条の２ 取引参加者は，取引を成立させようと

するときは，取引参加者端末装置を用いて，呼値の

提示を求めること（以下「リクエスト･フォー･クォ

ート」という。）ができる。 

２ 本所は，リクエスト･フォー･クォートの状況に

異常があると認める場合又はそのおそれがあると

認める場合，その他取引管理上リクエスト･フォー･

クォートを継続して行わせることが困難であると

認める場合は，リクエスト･フォー･クォートの提示

を停止することができる。 

３ 前２項に定めるもののほか，リクエスト･フォ

ー･クォートに関し必要な事項については，本所が

別に定めるところによるものとする。 

 

（インプライド機能） 

第11条の３ 本所は，本所が定める種類のストラテ

ジー取引について，ストラテジー取引及びその対象

 

 

 

 

 

 （新設） 

 

 

 

 

６ 本所は，前項の呼値が行われたときは，その順

序に従って，直ちにその内容を売買システムにより

記録するものとする。 

７ 本所は，第５項の呼値について，取引の成立を

促進するために必要があると認められるときは，そ

の存在を周知させるものとする。 

 （新設） 

 

 

 

８・９ （略） 

 

 

 （新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （新設） 
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となる株価指数先物取引の呼値の状況に応じ，当該

ストラテジー取引の呼値を当該ストラテジー取引

の対象となる株価指数先物取引における呼値とし

て取り扱うことができる。ただし，売買システムの

稼働に支障が生じた場合その他本所が必要と認め

た場合は，この限りでない。 

 

（取引の一時中断） 

第14条の２ 本所は，レギュラー・セッションにお

ける株価指数先物取引の中心限月取引（取引対象株

価指数が当該中心限月取引と同一の株価指数先物

取引の限月取引のうち流動性が も集中している

ものとして本所が指定する限月取引をいう。以下同

じ。）において次の各号のいずれかに該当した場合

には，当該各号に該当した直後の本所がその都度定

める時から本所が適当と認める時間を経過するま

での間，取引対象株価指数が当該中心限月取引と同

一の株価指数先物取引について一時中断を行う。た

だし，本所が定める場合には，取引の一時中断を行

わないことができる。 

(1) 立会において，第11条第４項の規定により定

める値幅の限度（以下「呼値の制限値幅」とい

う。）の下限の値段（次項の規定により呼値の

制限値幅の下限を１回拡大した場合における拡

大後の下限の値段を含み，同項の規定により呼

値の制限値幅の下限を２回拡大した場合におけ

る拡大後の下限の値段を除く。次号において同

じ。）で取引が成立した場合（ストラテジー取

引により取引が成立した場合を除く。第３号に

おいて同じ。） 

(2) 呼値の制限値幅の下限の値段に売呼値が提示

された場合であって，かつ，当該売呼値が提示

されてから本所が定める時間を経過してもなお

取引が成立しない場合 

(3) 立会において，呼値の制限値幅の上限の値段

（次項の規定により呼値の制限値幅の上限を１

回拡大した場合における拡大後の上限の値段を

含み，同項の規定により呼値の制限値幅の上限

を２回拡大した場合における拡大後の上限の値

段を除く。次号において同じ。）で取引が成立

 

 

 

 

 

 

 

（取引の一時中断） 

第14条の２ 本所は，株価指数先物取引の各限月取

引について，次の各号のいずれかに該当した場合に

は，当該各号に該当した時から本所が定める時間を

経過するまでの間，当該限月取引について取引を一

時中断する。 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 立会における直前の約定数値（限月間スプレ

ッド取引による約定数値を除く。以下この条に

おいて同じ。）が，本所が基準値段として定め

る値段を，本所が定める値幅を超えて下回って

いる場合（次号に掲げる場合を除く。） 

 

 

 

 

 

(2) 立会における直前の約定数値が，本所が基準

値段として定める値段を，前号の値幅を超える

ものとして本所が定める値幅を超えて下回って

いる場合 

(3) 立会における直前の約定数値が，本所が基準

値段として定める値段を，本所が定める値幅を

超えて上回っている場合（次号に掲げる場合を

除く。） 
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した場合 

(4) 呼値の制限値幅の上限の値段に買呼値が提示

された場合であって，かつ，当該買呼値が提示

されてから本所が定める時間を経過してもなお

取引が成立しない場合 

２ 本所は，前項各号のいずれかに該当したことよ

り取引を一時中断する場合には，取引対象株価指数

が当該中心限月取引と同一の株価指数先物取引に

ついて，次の各号に定めるところにより呼値の制限

値幅を拡大する。 

(1) 前項第１号又は第２号に該当した場合 

  呼値の制限値幅の下限を本所が定めるところ

により拡大する。 

(2) 前項第３号又は第４号に該当した場合 

  呼値の制限値幅の上限を本所が定めるところ

により拡大する。 

 

 

３ 本所は，株価指数先物取引の各限月取引につい

て，立会における直前の約定数値（ストラテジー取

引による約定数値を除く。）から本所が定める値幅

を超えて取引が成立することとなる呼値を受け付

けた場合には，当該値幅内における取引をすべて成

立させた時から本所が適当と認める時間を経過す

るまでの間，当該限月取引の取引を一時中断する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 立会における直前の約定数値が，本所が基準

値段として定める値段を，前号の値幅を超える

ものとして本所が定める値幅を超えて上回って

いる場合 

２ Mini取引の各限月取引が前項各号のいずれにも

該当しない場合であっても，Large取引の各限月取

引について，同項各号のいずれかに該当したことに

より取引を一時中断する場合には，当該Large取引

の各限月取引の取引が中断されている間，当該

Large取引の各限月取引と取引 終日を同一とする

Mini取引の各限月取引（以下この項において「Mini

取引の対応限月取引」という。）について，取引を

一時中断する。ただし，Large取引の各限月取引が

前項各号のいずれかに該当した時に，Mini取引の対

応限月取引が同項各号のいずれかに該当したこと

により取引を一時中断している場合は，この限りで

ない。 

３ 前２項の規定にかかわらず，次の各号に掲げる

場合には，取引の一時中断を行わない。 

(1) 第１項第１号に該当したことにより取引の一

時中断（Mini取引にあっては，当該Mini取引の

各限月取引と取引 終日を同一とするLarge取

引の各限月取引（以下この項において「Large取

引の対応限月取引」という。）が同号に該当し

たことに伴う取引の一時中断を含む。）を行っ

た後，当日のイブニング・セッション終了時ま

での間に当該限月取引について第１項第１号に

該当した場合（Mini取引にあっては，Large取引

の対応限月取引が同号に該当した場合を含む。）

又は同項第３号に該当したことにより取引の一

時中断（Mini取引にあっては，Large取引の対応

限月取引が同号に該当したことに伴う取引の一

時中断を含む。）を行った後，当日のイブニン

グ・セッション終了時までの間に当該限月取引

について同号に該当した場合（Mini取引にあっ

ては，Large取引の対応限月取引が同号に該当し

た場合を含む。） 

(2) 第１項第２号に該当したことにより取引の一

時中断（Mini取引にあっては，Large取引の対応
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４ 本所は，第１項又は前項の規定により取引を一

時中断した場合には，当該株価指数先物取引につい

て取引を一時中断している間，当該株価指数先物取

引における売付け又は買付けが成立することとな

るストラテジー取引について取引を一時中断する。

 

 

（取引の停止） 

第15条 本所は，次の各号に掲げる場合には，本所が

定めるところにより，全部又は一部の株価指数先物

取引を停止することができる。 

 

限月取引が同号に該当したことに伴う取引の一

時中断を含む。）を行った後，当日のイブニン

グ・セッション終了時までの間に当該限月取引

について同項第１号若しくは第２号に該当した

場合（Mini取引にあっては，Large取引の対応限

月取引がこれらの規定に該当した場合を含む。）

又は同項第４号に該当したことにより取引の一

時中断（Mini取引にあっては，Large取引の対応

限月取引が同号に該当したことに伴う取引の一

時中断を含む。）を行った後，当日のイブニン

グ・セッション終了時までの間に当該限月取引

について同項第３号若しくは第４号に該当した

場合（Mini取引にあっては，Large取引の対応限

月取引がこれらの規定に該当した場合を含む。）

(3) 午後２時45分から午後立会終了時まで又は午

後11時５分からイブニング・セッション終了時

までの間に，第１項各号のいずれかに該当した

場合 

(4) 立会における直前の約定数値が第11条第４項

の規定により定める値幅の限度の値段である場

合において，第１項第２号に該当したとき（そ

の後，当日のイブニング・セッション終了時ま

での間に当該限月取引について同項第１号又は

第２号に該当したときを含む。），又は同項第

４号に該当したとき（その後，当日のイブニン

グ・セッション終了時までの間に当該限月取引

について同項第３号又は第４号に該当したとき

を含む。）。 

４ 本所は，第１項又は第２項の規定により特定の

限月取引について取引を一時中断した場合には，当

該限月取引について取引を一時中断している間，当

該限月取引における売付け又は買付けが成立する

こととなる限月間スプレッド取引について取引を

一時中断する。 

 

（取引の停止） 

第15条 本所は，次の各号に掲げる場合には，本所が

定めるところにより，全部若しくは一部の限月取引

又は限月間スプレッド取引について取引を停止す

ることができる。 
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(1)・(2) （略） 

 

（過誤訂正等のための取引） 

第26条 取引参加者は，株価指数先物取引について，

顧客の注文を真にやむを得ない事由による過誤等

により，委託の本旨に従って本所の市場において執

行することができなかったときは，本所が定めると

ころにより，あらかじめ本所の承認を受け，当該承

認に係る売付け又は買付けを，本所が適正と認める

値段により，自己がその相手方となって立会によら

ずに執行することができる。 

 

２ （略）  

３ ストラテジー取引に係る前２項の規定の適用に

ついては，前２項中「売付け」とあるのは「ストラ

テジー売取引」と，「買付け」とあるのは「ストラ

テジー買取引」と，第１項中「値段」とあるのは「ス

トラテジー値段」とする。 

 

 

 

（委託の際の指示事項） 

第47条 顧客が株価指数先物取引を委託する場合に

は，その都度，次の各号に掲げる事項を取引参加者

に指示するものとする。ただし，顧客があらかじめ

指定した方法に従い株価指数先物取引の決済を行

うことについて，取引参加者が同意している場合に

は，第２号に掲げる事項の指示があったものとみな

す。 

(1)・(2) （略）  

(3) ストラテジー取引により行おうとするとき

は，その旨 

  （削る） 

 

(4) （略） 

(5) 値段の限度（ストラテジー取引にあってはス

トラテジー値段の限度） 

 

(6) 有効期間条件又は執行数量条件 

(7) 呼値に条件を付すときは，その条件 

(1)・(2) （略） 

 

（過誤訂正等のための取引） 

第26条 取引参加者は，株価指数先物取引について，

顧客の注文を真にやむを得ない事由による過誤等

により，委託の本旨に従って本所の市場において執

行することができなかったときは，本所が定めると

ころにより，あらかじめ本所の承認を受け，当該承

認に係る売付け又は買付けを，本所が適正と認める

値段により，自己がその相手方となって立会による

株価指数先物取引及びＪ－ＮＥＴデリバティブ取

引によらずに執行することができる。 

２ （略）  

３ 限月間スプレッド取引に係る前２項の規定の適

用については，前２項中「売付け」とあるのは「直

近の限月取引の買付け及び直近の限月取引以外の

限月取引の売付け」と，「買付け」とあるのは「直

近の限月取引の売付け及び直近の限月取引以外の

限月取引の買付け」と，第１項中「値段」とあるの

は「スプレッド値段」とする。 

 

（委託の際の指示事項） 

第47条 顧客が株価指数先物取引を委託する場合に

は，その都度，次の各号に掲げる事項を取引参加者

に指示するものとする。ただし，顧客があらかじめ

指定した方法に従い株価指数先物取引の決済を行

うことについて，取引参加者が同意している場合に

は，第２号に掲げる事項の指示があったものとみな

す。 

(1)・(2) （略） 

(3) 限月間スプレッド取引により行おうとすると

きは，その旨 

(4) Ｊ－ＮＥＴデリバティブ取引により行おうと

するときは，その旨 

(5) （略） 

(6) 値段の限度（限月間スプレッド取引にあって

はスプレッド値段の限度，Ｊ－ＮＥＴデリバテ

ィブ取引にあっては値段） 

  （新設） 

  （新設） 
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(8) 取引時間 

 

(9) （略） 

２・３ （略） 

 

（取引再開時における委託注文の効力） 

第48条 委託注文は，第47条第１項第９号に規定する

顧客が指示した当該委託注文の有効期間内におい

ては，本所が株価指数先物取引の停止を行った場合

においても，その効力を有する。ただし，顧客が当

該場合に委託注文を失効させる旨の指示を行って

いるときは，この限りでない。 

 

 

 付  則 

１ この特例は，平成23年２月14日から施行する。 

２ 前項の規定にかかわらず，売買システムの稼働

に支障が生じたことにより，改正後の規定により売

買を行うことができない又はそのおそれがあると

本所が認める場合には，平成23年２月14日以後の本

所が定める日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) 立会時（Ｊ－ＮＥＴデリバティブ取引にあっ

ては，取引時間） 

(8) （略） 

２・３ （略） 

 

（取引再開時における委託注文の効力） 

第48条 委託注文は，第47条第１項第８号に規定する

顧客が指示した当該委託注文の有効期間内におい

ては，本所が株価指数先物取引の停止を行った場合

においても，その効力を有する。ただし，顧客が当

該場合に委託注文を失効させる旨の指示を行って

いるときは，この限りでない。 
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個別証券オプション取引に関する業務規程，信用取引・貸借取引規程及び受託契約準則の特例の一部改正新・

旧規定対照表 

（下線の部分は改正箇所） 

新 旧 

 

（ストラテジー取引） 

第９条の２ 取引参加者（取引参加者規程第２条第

３項に規定する先物取引等取引参加者をいう。第３

章を除き，以下同じ。）は，レギュラー・セッショ

ンにおいて，複数の個別証券オプション取引の売付

け又は買付け（同一の顧客又は自己の計算による売

付け又は買付けに限る。）を同時に成立させる取引

（以下「ストラテジー取引」という。）を行うこと

ができる。 

２ ストラテジー売取引及びストラテジー買取引に

より成立する個別証券オプション取引の売付け又

は買付けの組合せは，本所が定めるストラテジー取

引の種類ごとに本所が定める。 

３ 取引参加者は，ストラテジー取引を行おうとす

るときは，本所が定めるストラテジー取引の値段の

算出方法により得た数値（以下「ストラテジー値段」

という。）を用いて呼値を行うものとする。 

４ ストラテジー取引において，ストラテジー売呼

値とは，ストラテジー売取引に係る呼値をいい，ス

トラテジー買呼値とは，ストラテジー買取引に係る

呼値をいう。 

 

第２節 （略） 

 

（立会の区分及び取引時間等） 

第10条 競争売買市場（本所の市場（ＪＡＳＤＡＱに

おける有価証券上場規程第２条に規定するＪＡＳ

ＤＡＱを除く。）のうち売買立会による有価証券の

売買又は立会による市場デリバティブ取引を行う

市場をいう。）における個別証券オプション取引（以

下この節及び第69条の３において単に「個別証券オ

プション取引」という。）の立会は，次の各号に定

めるところによる。 

 

 

 

 

 （新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 （略） 

 

（立会の区分及び立会時等） 

第10条 競争売買市場（本所の市場（ＪＡＳＤＡＱに

おける有価証券上場規程第２条に規定するＪＡＳ

ＤＡＱを除く。）のうち売買立会による有価証券の

売買又は立会による市場デリバティブ取引を行う

市場をいう。）における個別証券オプション取引（以

下この節及び第69条の３において単に「個別証券オ

プション取引」という。）の立会は，午前立会及び

午後立会に分かち，午前立会は午前９時から11時ま

でとし，午後立会は午後０時30分から３時10分まで

とする。 
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(1) オープニング・オークション 

午前９時とする。 

(2) レギュラー・セッション 

午前９時から午後３時10分までとする。 

(3) クロージング・オークション 

 午後３時15分とする。 

２ 本所は，必要があると認めるときは，前項の取

引時間を臨時に変更することができる。この場合に

おいては，あらかじめその旨を取引参加者に通知す

る。 

 

 

３ 休業日においては，個別証券オプション取引の

立会（Ｊ－ＮＥＴデリバティブ取引（Ｊ－ＮＥＴ市

場に関する有価証券上場規程，業務規程，信用取

引・貸借取引規程及び受託契約準則等の特例（以下

「Ｊ－ＮＥＴ市場特例」という。）第２条第６号に

規定するＪ－ＮＥＴデリバティブ取引をいう。）を

含む。）を行わない。 

 

（競争取引における呼値の順位） 

第14条 （略） 

２ 個別証券オプション取引の競争取引における呼

値の順位は，次の各号に定めるところによる。 

 

 

(1)  （略） 

(2) 同一値段の呼値については，呼値が行われた

時間の先後により，先に行われた呼値は，後に

行われた呼値に優先する。 

 （削る） 

 

 （削る） 

 

 

(3) 成行呼値は，それ以外の呼値に値段的に優先

する。 

３ ストラテジー取引に係る前項の規定の適用につ

いては，前項中「値段」とあるのは「ストラテジー

値段」と，「売呼値」とあるのは「ストラテジー売

 （新設） 

 

 （新設） 

 

 （新設） 

 

２ 本所は，必要があると認めるときは，前項の立

会時を臨時に変更することができる。この場合にお

いては，あらかじめその旨を取引参加者（取引参加

者規程第２条第３項に規定する先物取引等取引参

加者をいう。第３章を除き，以下同じ。）に通知す

る。 

３ 休業日においては，個別証券オプション取引の

立会（Ｊ－ＮＥＴデリバティブ取引（Ｊ－ＮＥＴ市

場に関する有価証券上場規程，業務規程，信用取

引・貸借取引規程及び受託契約準則等の特例（以下

「Ｊ－ＮＥＴ市場特例」という。）第２条第６号に

規定するＪ－ＮＥＴデリバティブ取引をいう。以下

同じ。）を含む。）を行わない。 

 

（競争取引における呼値の順位） 

第14条 （略） 

２ 個別証券オプション取引の競争取引における呼

値（立会による呼値をいう。この条，第15条，第16

条及び第60条において同じ。）の順位は，次の各号

に定めるところによる。 

(1)  （略） 

(2) 同一値段の呼値については，次に定めるとこ

ろによる。 

 

ａ 呼値が行われた時間の先後により，先に行

われた呼値は，後に行われた呼値に優先する。

ｂ 同時に行われた呼値及び行われた時間の先

後が明らかでない呼値の順位は，本所が定め

る。 

(3) 成行呼値は，それ以外の呼値に値段的に優先

し，成行呼値相互間の順位は，同順位とする。 

３ 立会の始めの約定値段が決定されるまでに行わ

れたすべての呼値及び本所が定めるところにより

特定の銘柄について取引が中断された場合の中断
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呼値」と，「買呼値」とあるのは「ストラテジー買

呼値」とする。 

 

 （削る） 

 

 

 

 

 

（個別競争取引） 

第15条 （略） 

２ レギュラー・セッションにおける個別証券オプ

ション取引の個別競争取引においては，第４項に規

定する場合を除き，売呼値の競合，買呼値の競合及

び売呼値と買呼値との争合により， も低い値段の

売呼値と も高い値段の買呼値とが合致するとき，

その値段を約定値段とし，前条第２項に定める呼値

の順位に従って，対当する呼値の間に取引を成立さ

せることにより行う。 

 （削る） 

 （削る） 

 

 

 （削る） 

 （削る） 

 

 

 

３ オープニング・オークション及びクロージン

グ・オークションにおける個別証券オプション取引

の個別競争取引は，売呼値の競合，買呼値の競合及

び売呼値と買呼値との争合により，次の各号に掲げ

る売呼値の合計数量と買呼値の合計数量とが一定

の値段で合致するとき，その値段を約定値段とし，

前条第２項に定める呼値の順位に従って，対当する

呼値の間に取引を成立させることにより行う。 

 

 

 

(1) 売呼値又は買呼値のいずれか一方に呼値があ

後 初の約定値段が決定されるまでに行われたす

べての呼値は，それぞれ同時に行われたものとみな

す。 

４ 午後立会終了時において第16条第４項の規定に

より定める値幅の限度の値段により対当されるこ

ととなる場合の成行呼値は，当該値段による呼値と

する。この場合において，当該値段による呼値は，

すべて同時に行われたものとみなす。 

 

（個別競争取引） 

第15条 （略） 

２ 個別証券オプション取引の個別競争取引におい

ては，次の各号に掲げる約定値段を定める場合を除

き，売呼値の競合，買呼値の競合及び売呼値と買呼

値との争合により， も低い値段の売呼値と も高

い値段の買呼値とが合致するとき，その値段を約定

値段とし，前条第２項に定める呼値の順位に従っ

て，対当する呼値の間に取引を成立させる。 

 

(1) 立会の始めの約定値段 

(2) 本所が定めるところにより，特定の銘柄につ

いて取引が中断された場合の中断後 初の約定

値段 

(3) 立会終了時における約定値段 

(4) 前各号に定めるもののほか，本所が定めると

ころにより気配表示が行われている場合の約定

値段及び本所が呼値の状況から必要があると認

める場合の約定値段 

３ 前項各号の約定値段を定める場合においては，

売呼値の競合，買呼値の競合及び売呼値と買呼値と

の争合により，次の各号に掲げる売呼値の合計数量

と買呼値の合計数量とが一定の値段で合致すると

き，その値段を約定値段とし，前条第２項に定める

呼値の順位に従って，対当する呼値の間に取引を成

立させる。ただし，前項第３号の約定値段を定める

場合で，午後立会終了時において前条第４項の規定

により定める値幅の限度の値段により対当される

こととなるとき以外の場合は，本項第３号ｂの規定

を適用しない。 

(1) 成行呼値の全部の数量 
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る値段のうち，売呼値と買呼値が対当する値段 

(2) 前号の値段が複数ある場合には，取引が成立

したときに約定数量が 大となる値段 

(3) 前号の値段が複数ある場合には，当該値段以

下の値段による売呼値の全部の数量及び当該値

段以上の値段による買呼値の全部の数量の差

（以下「不均衡数量」という。）が 小となる

値段 

 

(4) 前号の値段が複数あるとき。 

ａ すべての値段で不均衡数量が売超となると

きは， も安い値段 

ｂ すべての値段で不均衡数量が買超となると

きは， も高い値段 

ｃ 前ａ及びｂのいずれにも該当しないとき。 

(a) 当該値段（不均衡数量が 小となる値段

に買超となる値段及び売超となる値段があ

る場合は，不均衡数量が売超となる値段の

うち も低い値段と不均衡数量が買超とな

る値段のうち も高い値段に限る。以下こ

のｃにおいて同じ。）のうち も高い値段

が直前の約定値段（当該日に約定値段がな

い場合は，呼値の制限値幅の基準値段。以

下このｃにおいて同じ。）以下の場合は，

当該 も高い値段 

(b) 当該値段のうち も低い値段と も高い

値段の間に直前の約定値段がある場合は，

当該直前の約定値段 

(c) 当該値段のうち も低い値段が直前の約

定値段以上の場合は，当該 も低い値段 

４ 本所が定めるところにより取引が中断された場

合の中断後再開時の約定値段を定める場合及び本

所が呼値の状況から必要があると認める場合は，前

項の規定による個別証券オプション取引の個別競

争取引を行うものとする。 

 

 

 

 

５ 第３項の規定にかかわらず，クロージング・オ

 

(2) 当該値段に満たない値段による売呼値及び当

該値段を超える値段による買呼値の全部の数量 

(3) 当該値段による呼値について，次に掲げる数

量 

ａ 売呼値又は買呼値のいずれか一方の全部の

数量 

ｂ 他方の呼値の数量については，本所が定め

る数量 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 前項の場合において，売呼値の合計数量と買呼

値の合計数量とが合致する一定の値段が二つ以上

あるときの約定値段は，これらの値段のうち立会に

おける直前の約定値段と同一の値段があるときは，

当該値段とし，直前の約定値段と同一の値段がない

ときは，直前の約定値段に も近接する値段とす

る。ただし，本所が直前の約定値段を基準とするこ

とが適当でないと認めるときは，本所がその都度定

める値段とする。 

５ 第３項の規定にかかわらず，第２項第３号の約
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ークションにおける約定値段を定める取引の値段

が，立会における直前の約定値段（ストラテジー取

引による約定値段を除く。）を基準として，本所が

定める値幅を超えるときは，取引を不成立とする。

６ ストラテジー取引に係る第２項の規定の適用に

ついては，「約定値段」とあるのは「約定ストラテ

ジー値段」と，「値段」とあるのは「ストラテジー

値段」と，「売呼値」とあるのは「ストラテジー売

呼値」と，「買呼値」とあるのは「ストラテジー買

呼値」とする。 

７ ストラテジー取引が成立したときは，その組合

せに従い成立する個別証券オプション取引の売付

け又は買付けに係る約定値段は，ストラテジー取引

の約定値段に基づき本所が定める。 

 

（呼 値） 

第16条 （略） 

２ （略） 

３ 個別証券オプション取引の呼値の単位は，オプ

ション対象証券１株につき，個別証券オプション取

引の呼値の値段に応じて，次に定めるところによ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

呼値の値段         呼値の単位 

20円未満の場合     10銭 

 20円以上        50円  〃      50銭 

 50円 〃       100円  〃       １円 

 100円 〃      200円  〃       ２円 

 200円 〃      500円  〃       ５円 

 500円 〃     1,000円  〃        10円 

 1,000円 〃     2,000円  〃     20円 

 2,000円 〃     5,000円  〃     50円 

 5,000円 〃      １万円  〃    100円 

定値段を定める取引の値段が，直前の約定値段（本

所が定めるところにより気配表示が行われている

ときは，当該気配値段）を基準として，本所が定め

る値幅を超えるときは，取引を不成立とする。 

 （新設） 

 

 

 

 

 

 （新設） 

 

 

 

 

（呼 値） 

第16条 （略） 

２ （略） 

３ 個別証券オプション取引の呼値の単位は，オプ

ション対象証券１株につき，当日の指定市場におけ

るオプション対象証券に係る呼値の制限値幅（業務

規程第14条第10項の規定（指定市場が他の金融商品

取引所の開設する取引所金融商品市場である場合

には，当該他の金融商品取引所における当該規定に

相当する規定）に基づき定める呼値の制限値幅とす

る。）の下限の値段（当日の立会開始時に当該呼値

の制限値幅の下限の値段が定まっていない場合は，

本所がその都度定める値段。以下この項において

「下限値段」という。）に従い，次に定めるところ

による。 

オプション対象証券の下限値段    呼値の単位 

 3,000円未満の場合  50銭 

 3,000円以上  5,000円  〃       ２円50銭 

 5,000円 〃  ３万円  〃       ５円 

  ３万円 〃  ５万円  〃       25円 

  ５万円 〃  30万円  〃       50円 

 30万円 〃   50万円  〃       250円 

  50万円 〃  300万円  〃    500円 

 300万円 〃   500万円  〃    2,500円 

  500万円 〃 3,000万円  〃    5,000円 
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 １万円 〃      ２万円  〃    200円 

 ２万円 〃      ５万円  〃    500円 

 ５万円 〃      10万円  〃   1,000円 

 10万円 〃      20万円  〃   2,000円 

 20万円 〃      50万円  〃   5,000円 

 50万円 〃     100万円  〃    １万円 

 100万円以上の場合        ２万円 

４ 個別証券オプション取引の呼値は，本所が定め

る値幅の限度を超える値段により行うことができ

ない。ただし，ストラテジー取引の呼値を行う場合

の値幅の限度は定めない。 

５ 取引参加者は，次の各号に定める間，呼値を行

うことができる。ただし，ストラテジー取引の呼値

は，レギュラー・セッション（第15条第２項に規定

する取引を行っているときに限る。）においてのみ

行うことができる。 

(1) オープニング・オークション 

午前８時から９時までの間 

(2) レギュラー・セッション 

午前９時から午後３時10分までの間 

(3) クロージング・オークション 

午後３時10分から３時15分までの間 

６ 前項の規定にかかわらず，第10条第２項の規定

により取引時間を変更した場合及び本所が定める

ところにより取引を中断した場合における呼値を

行うことができる時間は，本所がその都度定める。

７ 本所は，第５項の呼値が行われたときは，その

順序に従って，直ちにその内容を売買システムによ

り記録するものとする。 

８ 個別証券オプション取引の呼値は，本所が定め

る有効期間条件又は執行数量条件を付して行わな

ければならない。 

９ 取引参加者は，本所が定める条件を呼値に付す

ことができる。ただし，売買システムの稼働に支障

が生じた場合その他本所が必要と認めた場合は，こ

の限りでない。 

10・11 （略） 

 

 

（リクエスト･フォー･クォート） 

3,000万円 〃 5,000万円  〃   25,000円 

 5,000万円以上の場合      ５万円 

 

 

 

 

 

４ 個別証券オプション取引の呼値は，本所が定め

る値幅の限度を超える値段により行うことができ

ない。 

 

５ 取引参加者は，立会開始時の25分前から立会終

了時までの間，呼値を行うことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （新設） 

 

 

 

６ 本所は，前項の呼値が行われたときは，その順

序に従って，直ちにその内容を売買システムにより

記録するものとする。 

７ 本所は，第５項の呼値について，取引の成立を

促進するために必要があると認められるときは，そ

の存在を周知させるものとする。 

 （新設） 

 

 

 

８・９ （略） 
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第16条の２ 取引参加者は，取引を成立させようと

するときは，取引参加者端末装置を用いて，呼値の

提示を求めること（以下「リクエスト･フォー･クォ

ート」という。）ができる。 

２ 本所は，リクエスト･フォー･クォートの状況に

異常があると認める場合又はそのおそれがあると

認める場合，その他取引管理上リクエスト･フォー･

クォートを継続して行わせることが困難であると

認める場合は，リクエスト･フォー･クォートの提示

を停止することができる。 

３ 前２項に定めるもののほか，リクエスト･フォ

ー･クォートに関し必要な事項については，本所が

別に定めるところによるものとする。 

 

（インプライド機能） 

第16条の３ 本所は，本所が定める種類のストラテ

ジー取引について，ストラテジー取引及びその対象

となる個別証券オプション取引の呼値の状況に応

じ，当該ストラテジー取引の呼値を当該ストラテジ

ー取引の対象となる個別証券オプション取引にお

ける呼値として取り扱うことができる。ただし，売

買システムの稼働に支障が生じた場合その他本所

が必要と認めた場合は，この限りでない。 

 

（取引の一時中断） 

第19条の２ 本所は，個別証券オプション取引の各

銘柄について，立会における直前の約定値段（スト

ラテジー取引による約定値段を除く。）から本所が

定める値幅を超えて取引が成立することとなる呼

値を受け付けた場合には，当該値幅内における取引

をすべて成立させた時から本所が適当と認める時

間を経過するまでの間，当該銘柄の取引を一時中断

する。 

 

（取引の停止） 

第20条 本所は，次の各号に掲げる場合には，本所が

定めるところにより，全部又は一部の個別証券オプ

ション取引を停止することができる。 

(1)～(4) （略） 

 

 （新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（取引の停止） 

第20条 本所は，次の各号に掲げる場合には，本所が

定めるところにより，全部又は一部の銘柄について

取引を停止することができる。 

(1)～(4) （略） 
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（過誤訂正等のための取引） 

第31条 取引参加者は，個別証券オプション取引に

ついて，顧客の注文を真にやむを得ない事由による

過誤等により，委託の本旨に従って本所の市場にお

いて執行することができなかったときは，本所が定

めるところにより，あらかじめ本所の承認を受け，

当該承認に係る売付け又は買付けを，本所が適正と

認める値段により，自己がその相手方となって立会

によらずに執行することができる。 

 

２ （略） 

３ ストラテジー取引に係る前２項の規定の適用に

ついては，前２項中「売付け」とあるのは「ストラ

テジー売取引」と，「買付け」とあるのは「ストラ

テジー買取引」と，第１項中「値段」とあるのは「ス

トラテジー値段」とする。 

 

（委託の際の指示事項） 

第69条 顧客が個別証券オプションの売付け又は買

付けを委託する場合には，その都度，次の各号に掲

げる事項を取引参加者に指示するものとする。ただ

し，顧客があらかじめ指定した方法に従い個別証券

オプション取引の決済を行うことについて，取引参

加者が同意している場合には，第６号に掲げる事項

の指示があったものとみなす。 

(1)～(6) （略） 

(7) ストラテジー取引により行おうとするとき

は，その旨 

(8) （略） 

(9) 値段の限度（ストラテジー取引にあってはス

トラテジー値段の限度） 

(10) 有効期間条件又は執行数量条件 

(11) 呼値に条件を付すときは，その条件 

(12) 取引時間 

 

(13)  （略） 

２・３ （略） 

 

（取引再開時における委託注文の効力） 

第69条の３ 委託注文は，第69条第１項第13号に規定

（過誤訂正等のための取引） 

第31条 取引参加者は，個別証券オプション取引につ

いて，顧客の注文を真にやむを得ない事由による過

誤等により，委託の本旨に従って本所の市場におい

て執行することができなかったときは，本所が定め

るところにより，あらかじめ本所の承認を受け，当

該承認に係る売付け又は買付けを，本所が適正と認

める値段により，自己がその相手方となって立会に

よる個別証券オプション取引及びＪ－ＮＥＴデリ

バティブ取引によらずに執行することができる。 

２ （略） 

 （新設） 

 

 

 

 

 

（委託の際の指示事項） 

第69条 顧客が個別証券オプションの売付け又は買

付けを委託する場合には，その都度，次の各号に掲

げる事項を取引参加者に指示するものとする。ただ

し，顧客があらかじめ指定した方法に従い個別証券

オプション取引の決済を行うことについて，取引参

加者が同意している場合には，第６号に掲げる事項

の指示があったものとみなす。 

(1)～(6) （略） 

(7) Ｊ－ＮＥＴデリバティブ取引により行おうと

するときは，その旨 

(8) （略） 

(9) 値段の限度（Ｊ－ＮＥＴデリバティブ取引に

あっては値段） 

 （新設） 

 （新設） 

(10) 立会時（Ｊ－ＮＥＴデリバティブ取引にあっ

ては，取引時間） 

(11)  （略） 

２・３ （略） 

 

（取引再開時における委託注文の効力） 

第69条の３ 委託注文は，第69条第１項第11号に規定
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する顧客が指示した当該委託注文の有効期間内に

おいては，本所が個別証券オプション取引の停止を

行った場合においても，その効力を有する。ただし，

顧客が当該場合に委託注文を失効させる旨の指示

を行っているときは，この限りでない。 

 

 

 付  則 

１ この特例は，平成23年２月14日から施行する。 

２ 前項の規定にかかわらず，売買システムの稼働

に支障が生じたことにより，改正後の規定により売

買を行うことができない又はそのおそれがあると

本所が認める場合には，平成23年２月14日以後の本

所が定める日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

する顧客が指示した当該委託注文の有効期間内に

おいては，本所が個別証券オプション取引の停止を

行った場合においても，その効力を有する。ただし，

顧客が当該場合に委託注文を失効させる旨の指示

を行っているときは，この限りでない。 
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株価指数オプション取引に関する業務規程及び受託契約準則の特例の一部改正新・旧規定対照表 

（下線の部分は改正箇所） 

新 旧 

 

（取引の対象） 

第４条 株価指数オプション取引の対象は，次項に規

定する取引対象株価指数に係る次の各号に掲げる

株価指数オプションとする。 

(1) 現実指数が権利行使価格を下回った場合にそ

の差に当該取引対象株価指数に係る取引換算額

（第３項に規定する取引換算額をいう。次号に

おいて同じ。）を乗じて得た額の金銭を権利取

得者が相手方から受領することとなる取引を成

立させることができる株価指数オプション（以

下「株価指数プットオプション」という。） 

(2) 現実指数が権利行使価格を上回った場合にそ

の差に当該取引対象株価指数に係る取引換算額

を乗じて得た額の金銭を権利取得者が相手方か

ら受領することとなる取引を成立させることが

できる株価指数オプション（以下「株価指数コ

ールオプション」という。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（取引の対象） 

第４条 株価指数オプション取引の対象は，次の各号

に掲げる株価指数オプションとする。 

(1) 日経株価指数300（株式会社東京証券取引所

（以下「東京証券取引所」という。）における

市場第一部銘柄のうち300銘柄を対象とする時

価総額方式の株価指数であって，株式会社日本

経済新聞社（以下「日本経済新聞社」という。）

が算出するもの（以下「日経300」という。）を

いう。以下同じ。）に係る次に掲げる株価指数

オプション（以下「日経300株価指数オプション」

という。） 

ａ 現実数値が権利行使価格を下回った場合に

その差に取引換算額（次項に規定する取引換

算額をいう。以下この項において同じ。）を

乗じて得た額の金銭を権利取得者が相手方か

ら受領することとなる取引を成立させること

ができる株価指数オプション（以下「日経300

株価指数プットオプション」という。） 

ｂ 現実数値が権利行使価格を上回った場合に

その差に取引換算額を乗じて得た額の金銭を

権利取得者が相手方から受領することとなる

取引を成立させることができる株価指数オプ

ション（以下「日経300株価指数コールオプシ

ョン」という。） 

(2) 日経平均株価（東京証券取引所における市場

第一部銘柄のうち225銘柄を対象とする修正株

価平均方式の株価指数であって，日本経済新聞

社が算出するもの（以下「日経平均」という。）

をいう。以下同じ。）に係る次に掲げる株価指

数オプション（以下「日経平均株価指数オプシ

ョン」という。） 

ａ 現実数値が権利行使価格を下回った場合に

その差に取引換算額を乗じて得た額の金銭を

権利取得者が相手方から受領することとなる

取引を成立させることができる株価指数オプ
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ション（以下「日経平均株価指数プットオプ

ション」という。） 

ｂ 現実数値が権利行使価格を上回った場合に

その差に取引換算額を乗じて得た額の金銭を

権利取得者が相手方から受領することとなる

取引を成立させることができる株価指数オプ

ション（以下「日経平均株価指数コールオプ

ション」という。） 

(3) ハイテク指数（東京証券取引所における市場

第一部銘柄のうち証券コード協議会により電気

機器及び精密機器に分類されたものの中から本

所が選定する銘柄を対象とする時価総額方式の

株価指数であって，本所が算出するものをいう。

以下同じ。）に係る次に掲げる株価指数オプシ

ョン（以下「ハイテク株価指数オプション」と

いう。） 

ａ 現実数値が権利行使価格を下回った場合に

その差に取引換算額を乗じて得た額の金銭を

権利取得者が相手方から受領することとなる

取引を成立させることができる株価指数オプ

ション（以下「ハイテク株価指数プットオプ

ション」という。） 

ｂ 現実数値が権利行使価格を上回った場合に

その差に取引換算額を乗じて得た額の金銭を

権利取得者が相手方から受領することとなる

取引を成立させることができる株価指数オプ

ション（以下「ハイテク株価指数コールオプ

ション」という。） 

(4) フィナンシャル指数（東京証券取引所におけ

る市場第一部銘柄のうち証券コード協議会によ

り銀行業に分類されたものの中から本所が選定

する銘柄を対象とする時価総額方式の株価指数

であって，本所が算出するものをいう。以下同

じ。）に係る次に掲げる株価指数オプション（以

下「フィナンシャル株価指数オプション」とい

う。） 

ａ 現実数値が権利行使価格を下回った場合に

その差に取引換算額を乗じて得た額の金銭を

権利取得者が相手方から受領することとなる

取引を成立させることができる株価指数オプ
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２ 株価指数オプション取引における取引対象株価

指数は，次の各号に掲げる株価指数とする。 

(1) 日経株価指数300（株式会社東京証券取引所

（以下「東京証券取引所」という。）における

市場第一部銘柄のうち300銘柄を対象とする時

価総額方式の株価指数であって，株式会社日本

経済新聞社（以下「日本経済新聞社」という。）

が算出するもの（以下「日経300」という。）を

いう。以下同じ。） 

(2) 日経平均株価（東京証券取引所における市場

第一部銘柄のうち225銘柄を対象とする修正株

価平均方式の株価指数であって，日本経済新聞

ション（以下「フィナンシャル株価指数プッ

トオプション」という。） 

ｂ 現実数値が権利行使価格を上回った場合に

その差に取引換算額を乗じて得た額の金銭を

権利取得者が相手方から受領することとなる

取引を成立させることができる株価指数オプ

ション（以下「フィナンシャル株価指数コー

ルオプション」という。） 

(5) コンシューマー指数（東京証券取引所におけ

る市場第一部銘柄のうち証券コード協議会によ

り小売業及びサービス業に分類されたものの中

から本所が選定する銘柄を対象とする時価総額

方式の株価指数であって，本所が算出するもの

をいう。以下同じ。）に係る次に掲げる株価指

数オプション（以下「コンシューマー株価指数

オプション」という。） 

ａ 現実数値が権利行使価格を下回った場合に

その差に取引換算額を乗じて得た額の金銭を

権利取得者が相手方から受領することとなる

取引を成立させることができる株価指数オプ

ション（以下「コンシューマー株価指数プッ

トオプション」という。） 

ｂ 現実数値が権利行使価格を上回った場合に

その差に取引換算額を乗じて得た額の金銭を

権利取得者が相手方から受領することとなる

取引を成立させることができる株価指数オプ

ション（以下「コンシューマー株価指数コー

ルオプション」という。） 

 （新設） 
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社が算出するもの（以下「日経平均」という。）

をいう。以下同じ。） 

(3) ハイテク指数（東京証券取引所における市場

第一部銘柄のうち証券コード協議会により電気

機器及び精密機器に分類されたものの中から本

所が選定する銘柄を対象とする時価総額方式の

株価指数であって，本所が算出するものをいう。

以下同じ。） 

(4) フィナンシャル指数（東京証券取引所におけ

る市場第一部銘柄のうち証券コード協議会によ

り銀行業に分類されたものの中から本所が選定

する銘柄を対象とする時価総額方式の株価指数

であって，本所が算出するものをいう。以下同

じ。） 

(5) コンシューマー指数（東京証券取引所におけ

る市場第一部銘柄のうち証券コード協議会によ

り小売業及びサービス業に分類されたものの中

から本所が選定する銘柄を対象とする時価総額

方式の株価指数であって，本所が算出するもの

をいう。以下同じ。） 

３ 取引換算額は，日経300株価指数オプション（日

経300に係る株価指数オプションをいう。以下同

じ。）に係るものにあっては１万円，日経平均株価

指数オプション（日経平均に係る株価指数オプショ

ンをいう。以下同じ。）及び業種別株価指数オプシ

ョン（ハイテク指数に係る株価指数オプション，フ

ィナンシャル指数に係る株価指数オプション及び

コンシューマー指数に係る株価指数オプションを

いう。以下同じ。）に係るものにあっては1,000円

とする。 

４ 株価指数オプション取引において，銘柄（第２

項及び第37条第２項ただし書において使用する場

合を除く。）とは，取引対象株価指数，権利行使を

行うことができる日（以下「権利行使日」という。）

及び権利行使価格を同一とする株価指数プットオ

プション及び株価指数コールオプションをいうも

のとする。 

  （削る） 

 

  （削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 取引換算額は，日経300株価指数オプションに係

るものにあっては１万円，日経平均株価指数オプシ

ョン及び業種別株価指数オプション（ハイテク株価

指数オプション，フィナンシャル株価指数オプショ

ン及びコンシューマー株価指数オプションをいう。

以下同じ。）に係るものにあっては1,000円とする。

 

 

 

 

３ 株価指数オプション取引において，銘柄（前項

及び第37条第２項ただし書において使用する場合

を除く。）とは，権利行使を行うことができる日（以

下「権利行使日」という。）及び権利行使価格を同

一とする次に掲げるものをいうものとする。 

 

 

(1) 日経300株価指数プットオプション及び日経

300株価指数コールオプション 

(2) 日経平均株価指数プットオプション及び日経
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  （削る） 

 

  （削る） 

 

  （削る） 

 

 

（ストラテジー取引） 

第６条の２ 取引参加者（取引参加者規程第２条第

３項に規定する先物取引等取引参加者をいう。以下

同じ。）は，レギュラー・セッションにおいて，複

数の株価指数オプション取引の売付け又は買付け

（同一の顧客又は自己の計算による売付け又は買

付けに限る。）を同時に成立させる取引（以下「ス

トラテジー取引」という。）を行うことができる。

２ ストラテジー売取引及びストラテジー買取引に

より成立する株価指数オプション取引の売付け又

は買付けの組合せは，本所が定めるストラテジー取

引の種類ごとに本所が定める。 

３ 取引参加者は，ストラテジー取引を行おうとす

るときは，本所が定めるストラテジー取引の値段の

算出方法により得た数値（以下「ストラテジー値段」

という。）を用いて呼値を行うものとする。 

４ ストラテジー取引において，ストラテジー売呼

値とは，ストラテジー売取引に係る呼値をいい，ス

トラテジー買呼値とは，ストラテジー買取引に係る

呼値をいう。 

 

第２節 （略） 

 

（立会の区分及び取引時間等） 

第７条 競争売買市場（本所の市場（ＪＡＳＤＡＱに

おける有価証券上場規程第２条に規定するＪＡＳ

ＤＡＱを除く。）のうち売買立会による有価証券の

売買又は立会による市場デリバティブ取引を行う

市場をいう。）における株価指数オプション取引（以

下この節及び第56条の３において単に「株価指数オ

プション取引」という。）の立会は，日中立会及び

イブニング・セッションに分かち，各立会の取引時

平均株価指数コールオプション 

(3) ハイテク株価指数プットオプション及びハイ

テク株価指数コールオプション 

(4) フィナンシャル株価指数プットオプション及

びフィナンシャル株価指数コールオプション 

(5) コンシューマー株価指数プットオプション及

びコンシューマー株価指数コールオプション 

 

 

 （新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 （略） 

 

（立会の区分及び立会時等） 

第７条 競争売買市場（本所の市場（ＪＡＳＤＡＱに

おける有価証券上場規程第２条に規定するＪＡＳ

ＤＡＱを除く。）のうち売買立会による有価証券の

売買又は立会による市場デリバティブ取引を行う

市場をいう。）における株価指数オプション取引（以

下この節及び第56条の３において単に「株価指数オ

プション取引」という。）の立会は，午前立会，午

後立会及びイブニング・セッションに分かち，各立
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間は，次の各号に掲げる立会の区分に従い，当該各

号に定めるところによる。 

 

(1) 日中立会 

ａ オープニング・オークション 

 午前９時とする。 

ｂ レギュラー・セッション 

 午前９時から午後３時10分までとする。 

ｃ クロージング・オークション 

 午後３時15分とする。 

(2) イブニング・セッション 

ａ オープニング・オークション 

 午後４時30分とする。 

ｂ レギュラー・セッション 

 午後４時30分から11時25分までとする。 

ｃ クロージング・オークション 

 午後11時30分とする。 

２ 本所は，必要があると認めるときは，前項の取

引時間を臨時に変更することができる。この場合に

おいては，あらかじめその旨を取引参加者に通知す

る。 

 

３ 休業日においては，株価指数オプション取引の

立会（Ｊ－ＮＥＴデリバティブ取引（Ｊ－ＮＥＴ市

場に関する有価証券上場規程，業務規程，信用取

引・貸借取引規程及び受託契約準則等の特例第２条

第６号に規定するＪ－ＮＥＴデリバティブ取引を

いう。）を含む。）を行わない。 

 

（競争取引における呼値の順位） 

第12条 （略） 

２ 株価指数オプション取引の競争取引における呼

値の順位は，次の各号に定めるところによる。 

 

 

(1) （略） 

(2) 同一値段の呼値については，呼値が行われた

時間の先後により，先に行われた呼値は，後に

行われた呼値に優先する。 

 （削る） 

会時は，次の各号に掲げる株価指数オプション取引

の対象の区分に従い，当該各号に定めるところによ

る。 

(1) 日経300株価指数オプション 

 午前立会は午前９時から11時まで，午後立会

は午後０時30分から３時15分まで，イブニン

グ・セッションは午後４時30分から11時30分ま

でとする。 

 

 

(2) 日経平均株価指数オプション及び業種別株価

指数オプション 

 午前立会は午前９時から11時までとし，午後

立会は午後０時30分から３時10分まで，イブニ

ング・セッションは午後４時30分から11時30分

までとする。 

 

２ 本所は，必要があると認めるときは，前項の立

会時を臨時に変更することができる。この場合にお

いては，あらかじめその旨を取引参加者（取引参加

者規程第２条第３項に規定する先物取引等取引参

加者をいう。以下同じ。）に通知する。 

３ 休業日においては，株価指数オプション取引の

立会（Ｊ－ＮＥＴデリバティブ取引（Ｊ－ＮＥＴ市

場に関する有価証券上場規程，業務規程，信用取

引・貸借取引規程及び受託契約準則等の特例第２条

第６号に規定するＪ－ＮＥＴデリバティブ取引を

いう。以下同じ。）を含む。）を行わない。 

 

（競争取引における呼値の順位） 

第12条 （略） 

２ 株価指数オプション取引の競争取引における呼

値（立会による呼値をいう。この条，第13条，第14

条及び第51条の２において同じ。）の順位は，次の

各号に定めるところによる。 

(1) （略） 

(2) 同一値段の呼値については，次に定めるとこ

ろによる。 

 

ａ 呼値が行われた時間の先後により，先に行
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 （削る） 

 

 

(3) 成行呼値は，それ以外の呼値に値段的に優先す

る。 

３ ストラテジー取引に係る前項の規定の適用につ

いては，前項中「値段」とあるのは「ストラテジー

値段」と，「売呼値」とあるのは「ストラテジー売

呼値」と，「買呼値」とあるのは「ストラテジー買

呼値」とする。 

 

 （削る） 

 

 

 

 

 

（個別競争取引） 

第13条 （略） 

２ レギュラー・セッションにおける株価指数オプ

ション取引の個別競争取引においては，第４項に規

定する場合を除き，売呼値の競合，買呼値の競合及

び売呼値と買呼値との争合により， も低い値段の

売呼値と も高い値段の買呼値とが合致するとき，

その値段を約定値段とし，前条第２項に定める呼値

の順位に従って，対当する呼値の間に取引を成立さ

せることにより行う。 

 （削る） 

 （削る） 

 

 

 （削る） 

 （削る） 

 

 

 

３ オープニング・オークション及びクロージン

グ・オークションにおける株価指数オプション取引

の個別競争取引は，売呼値の競合，買呼値の競合及

われた呼値は，後に行われた呼値に優先する。

ｂ 同時に行われた呼値及び行われた時間の先

後が明らかでない呼値の順位は，本所が定め

る。 

(3) 成行呼値は，それ以外の呼値に値段的に優先

し，成行呼値相互間の順位は，同順位とする。 

３ 立会の始めの約定値段が決定されるまでに行わ

れたすべての呼値及び本所が定めるところにより

特定の銘柄について取引が中断された場合の中断

後 初の約定値段が決定されるまでに行われたす

べての呼値は，それぞれ同時に行われたものとみな

す。 

４ 午後立会終了時において第14条第４項の規定に

より定める値幅の限度の値段により対当されるこ

ととなる場合の成行呼値は，当該値段による呼値と

する。この場合において，当該値段による呼値は，

すべて同時に行われたものとみなす。 

 

（個別競争取引） 

第13条 （略） 

２ 株価指数オプション取引の個別競争取引におい

ては，次の各号に掲げる約定値段を定める場合を除

き，売呼値の競合，買呼値の競合及び売呼値と買呼

値との争合により， も低い値段の売呼値と も高

い値段の買呼値とが合致するとき，その値段を約定

値段とし，前条第２項に定める呼値の順位に従っ

て，対当する呼値の間に取引を成立させる。 

 

(1) 立会の始めの約定値段 

(2) 本所が定めるところにより，特定の銘柄につ

いて取引が中断された場合の中断後 初の約定

値段 

(3) 立会終了時における約定値段 

(4) 前各号に定めるもののほか，本所が定めると

ころにより気配表示が行われている場合の約定

値段及び本所が呼値の状況から必要があると認

める場合の約定値段 

３ 前項各号の約定値段を定める場合においては，

売呼値の競合，買呼値の競合及び売呼値と買呼値と

の争合により，次の各号に掲げる売呼値の合計数量
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び売呼値と買呼値との争合により，次の各号に掲げ

る値段を約定値段とし，前条第２項に定める呼値の

順位に従って，対当する呼値の間に取引を成立させ

ることにより行う。 

 

 

 

 

(1) 売呼値又は買呼値のいずれか一方に呼値があ

る値段のうち，売呼値と買呼値が対当する値段 

(2) 前号の値段が複数ある場合には，取引が成立

したときに約定数量が 大となる値段 

(3) 前号の値段が複数ある場合には，当該値段以

下の値段による売呼値の全部の数量及び当該値

段以上の値段による買呼値の全部の数量の差

（以下「不均衡数量」という。）が 小となる

値段 

 

(4) 前号の値段が複数あるとき。 

ａ すべての値段で不均衡数量が売超となると

きは， も低い値段 

ｂ すべての値段で不均衡数量が買超となると

きは， も高い値段 

ｃ 前ａ及びｂのいずれにも該当しないとき。 

(a) 当該値段（不均衡数量が 小となる値段

に買超となる値段及び売超となる値段があ

る場合は，不均衡数量が売超となる値段の

うち も低い値段と不均衡数量が買超とな

る値段のうち も高い値段に限る。以下こ

のｃにおいて同じ。）のうち も高い値段

が直前の約定値段（当該取引日に約定値段

がない場合は，呼値の制限値幅の基準値段。

以下このｃにおいて同じ。）以下の場合は，

当該 も高い値段 

(b) 当該値段のうち も低い値段と も高い

値段の間に直前の約定値段がある場合は，

当該直前の約定値段 

(c) 当該値段のうち も低い値段が直前の約

定値段以上の場合は，当該 も低い値段 

４ 本所が定めるところにより取引が中断された場

と買呼値の合計数量とが一定の値段で合致すると

き，その値段を約定値段とし，前条第２項に定める

呼値の順位に従って，対当する呼値の間に取引を成

立させる。ただし，前項第３号の約定値段を定める

場合で，午後立会終了時において前条第４項の規定

により定める値幅の限度の値段により対当される

こととなるとき以外の場合は，本項第３号ｂの規定

を適用しない。 

(1) 成行呼値の全部の数量 

 

(2) 当該値段に満たない値段による売呼値及び当

該値段を超える値段による買呼値の全部の数量 

(3) 当該値段による呼値について，次に掲げる数

量 

ａ 売呼値又は買呼値のいずれか一方の全部の

数量 

ｂ 他方の呼値の数量については，本所が定め

る数量 

 （新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 前項の場合において，売呼値の合計数量と買呼



- 42 - 

合の中断後再開時の約定値段を定める場合及び本

所が呼値の状況から必要があると認める場合は，前

項の規定による株価指数オプション取引の個別競

争取引を行うものとする。 

 

 

 

 

５ 第３項の規定にかかわらず，クロージング・オ

ークションにおける約定値段を定める取引の値段

が，立会における直前の約定値段（ストラテジー取

引による約定値段を除く。）を基準として，本所が

定める値幅を超えるときは，取引を不成立とする。

６ ストラテジー取引に係る第２項の規定の適用に

ついては，「約定値段」とあるのは「約定ストラテ

ジー値段」と，「値段」とあるのは「ストラテジー

値段」と，「売呼値」とあるのは「ストラテジー売

呼値」と，「買呼値」とあるのは「ストラテジー買

呼値」とする。 

７ ストラテジー取引が成立したときは，その組合

せに従い成立する株価指数オプション取引の売付

け又は買付けに係る約定値段は，ストラテジー取引

の約定値段に基づき本所が定める。 

 

（呼 値） 

第14条 （略） 

２ （略） 

３ 株価指数オプション取引の呼値の単位は，次の

各号に掲げる株価指数オプション取引の対象の区

分に従い，当該各号に定めるところによる。 

(1) （略） 

(2) 日経平均株価指数オプション 

  呼値が50円以下の場合は１円，50円を超え

1,000円以下の場合は５円，1,000円を超える場

合は10円とする。ただし，ストラテジー取引に

ついては１円とする。 

(3) （略） 

４ 株価指数オプション取引の呼値は，本所が定め

る値幅の限度を超える値段により行うことができ

ない。ただし，ストラテジー取引の呼値を行う場合

値の合計数量とが合致する一定の値段が二つ以上

あるときの約定値段は，これらの値段のうちに立会

における直前の約定値段と同一の値段があるとき

は，当該値段とし，直前の約定値段と同一の値段が

ないときは，直前の約定値段に も近接する値段と

する。ただし，本所が直前の約定値段を基準とする

ことが適当でないと認めるときは，本所がその都度

定める値段とする。 

５ 第３項の規定にかかわらず，第２項第３号の約

定値段を定める取引の値段が，直前の約定値段（本

所が定めるところにより気配表示が行われている

ときは，当該気配値段）を基準として，本所が定め

る値幅を超えるときは，取引を不成立とする。 

 （新設） 

 

 

 

 

 

 （新設） 

 

 

 

 

（呼 値） 

第14条 （略） 

２ （略） 

３ 株価指数オプション取引の呼値の単位は，次の

各号に掲げる株価指数オプション取引の対象の区

分に従い，当該各号に定めるところによる。 

(1) （略） 

(2) 日経平均株価指数オプション 

  呼値が20円以下の場合は１円，20円を超え

1,000円以下の場合は５円，1,000円を超える場

合は10円とする。 

 

(3) （略） 

４ 株価指数オプション取引の呼値は，本所が定め

る値幅の限度を超える値段により行うことができ

ない。 
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の値幅の限度は定めない。 

５ 取引参加者は，次の各号に掲げる立会の区分に

従い，当該各号に定める間，呼値を行うことができ

る。ただし，ストラテジー取引の呼値は，レギュラ

ー・セッション（第13条第２項に規定する取引を行

っているときに限る。）においてのみ行うことがで

きる。 

(1) 日中立会 

ａ オープニング・オークション 

 午前８時から９時までの間 

ｂ レギュラー・セッション 

 午前９時から午後３時10分までの間 

ｃ クロージング・オークション 

 午後３時10分から３時15分までの間 

(2) イブニング・セッション 

ａ オープニング・オークション 

 午後４時15分から４時30分までの間 

ｂ レギュラー・セッション 

 午後４時30分から11時25分までの間 

ｃ クロージング・オークション 

 午後11時25分から11時30分までの間 

６ 前項の規定にかかわらず，第７条第２項の規定

により取引時間が変更された場合及び本所が定め

るところにより取引が中断された場合における呼

値を行うことができる時間は，本所がその都度定め

る。 

７ 本所は，第５項の呼値が行われたときは，その

順序に従って，直ちにその内容を売買システムに記

録するものとする。 

８ 株価指数オプション取引の呼値は，本所が定め

る有効期間条件又は執行数量条件を付して行わな

ければならない。 

９ 取引参加者は，本所が定めるところにより本所

が定める条件を呼値に付すことができる。ただし，

売買システムの稼働に支障が生じた場合その他本

所が必要と認めた場合は，この限りでない。 

10・11 （略） 

 

（リクエスト･フォー･クォート） 

第14条の２ 取引参加者は，取引を成立させようと

 

５ 取引参加者は，次の各号に掲げる立会の区分に

従い，当該各号に定める間，呼値を行うことができ

る。 

 

 

 

(1) 午前立会及び午後立会 

  立会開始時の25分前から立会終了時までの間 

 

 

 

 

 

(2) イブニング・セッション 

  立会開始時の15分前から立会終了時までの間 

 

 

 

 

 

 （新設） 

 

 

 

 

６ 本所は，前項の呼値が行われたときは，その順

序に従って，直ちにその内容を売買システムに記録

するものとする。 

７ 本所は，第５項の呼値について，取引の成立を

促進するために必要があると認められるときは，そ

の存在を周知させるものとする。 

 （新設） 

 

 

 

８・９ （略） 

 

 

 （新設） 
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するときは，取引参加者端末装置を用いて，呼値の

提示を求めること（以下「リクエスト･フォー･クォ

ート」という。）ができる。 

２ 本所は，リクエスト･フォー･クォートの状況に

異常があると認める場合又はそのおそれがあると

認める場合，その他取引管理上リクエスト･フォー･

クォートを継続して行わせることが困難であると

認める場合は，リクエスト･フォー･クォートの提示

を停止することができる。 

３ 前２項に定めるもののほか，リクエスト･フォ

ー･クォートに関し必要な事項については，本所が

別に定めるところによるものとする。 

 

（インプライド機能） 

第14条の３ 本所は，本所が定める種類のストラテ

ジー取引について，ストラテジー取引及びその対象

となる株価指数オプション取引の呼値の状況に応

じ，当該ストラテジー取引の呼値を当該ストラテジ

ー取引の対象となる株価指数オプション取引にお

ける呼値として取り扱うことができる。ただし，売

買システムの稼働に支障が生じた場合その他本所

が必要と認めた場合は，この限りでない。 

 

（取引の一時中断） 

第17条の２ 本所は，株価指数先物取引について株

価指数先物取引に関する業務規程及び受託契約準

則の特例（以下「指数先物特例」という。）第14

条の２第１項の規定により取引を一時中断した場

合には，当該株価指数先物取引について取引を中断

している間，当該株価指数先物取引の対象の株価指

数と取引対象株価指数が同一の株価指数オプショ

ン取引について，取引を一時中断する。 

 

 

 

２ 本所は，前項に該当したことより取引を一時中

断する場合には，取引対象株価指数を同一とする株

価指数オプション取引について，本所が定めるとこ

ろにより呼値の制限値幅を拡大する。 

３ 本所は，株価指数オプション取引の各銘柄につ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（取引の一時中断） 

第17条の２ 本所は，株価指数先物取引における各

限月取引（Mini取引を除く。）について株価指数先

物取引に関する業務規程及び受託契約準則の特例

（以下「指数先物特例」という。）第14条の２第１

項の規定により取引を一時中断した場合には，当該

限月取引について取引を中断している間，取引対象

株価指数を同一とする株価指数オプション取引に

ついて，当該株価指数先物取引における当該限月取

引の取引 終日が属する月並びにその前月及び

前々月に取引 終日が到来する銘柄の取引を一時

中断する。 

（新設） 

 

 

 

（新設） 
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いて，立会における直前の約定値段（ストラテジー

取引による約定値段を除く。）から本所が定める値

幅を超えて取引が成立することとなる呼値を受け

付けた場合には，当該値幅内における取引をすべて

成立させた時から本所が適当と認める時間を経過

するまでの間，当該銘柄の取引を一時中断する。 

４ 本所は，第１項又は前項の規定により取引を一

時中断した場合には，当該株価指数オプション取引

について取引を一時中断している間，当該株価指数

オプション取引における売付け又は買付けが成立

することとなるストラテジー取引について取引を

一時中断する。 

 

（取引の停止） 

第18条 本所は，次の各号に掲げる場合には，本所が

定めるところにより，全部又は一部の株価指数オプ

ション取引を停止することができる。 

(1)・(2) （略） 

 

（過誤訂正等のための取引） 

第30条 取引参加者は，株価指数オプション取引に

ついて，顧客の注文を真にやむを得ない事由による

過誤等により，委託の本旨に従って本所の市場にお

いて執行することができなかったときは，本所が定

めるところにより，あらかじめ本所の承認を受け，

当該承認に係る売付け又は買付けを，本所が適正と

認める値段により，自己がその相手方となって立会

によらずに執行することができる。 

 

２ （略） 

３ ストラテジー取引に係る前２項の規定の適用に

ついては，前２項中「売付け」とあるのは「ストラ

テジー売取引」と，「買付け」とあるのは「ストラ

テジー買取引」と，第１項中「値段」とあるのは「ス

トラテジー値段」とする。 

 

（取引に関する通知書の送付） 

第45条 取引参加者は，株価指数オプション取引（第

30条に規定する過誤訂正等のための取引を含む。）

に係る未決済勘定がある顧客に対して，次の各号に

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

（取引の停止） 

第18条 本所は，次の各号に掲げる場合には，本所が

定めるところにより，全部又は一部の銘柄について

取引を停止することができる。 

(1)・(2) （略） 

 

（過誤訂正等のための取引） 

第30条 取引参加者は，株価指数オプション取引につ

いて，顧客の注文を真にやむを得ない事由による過

誤等により，委託の本旨に従って本所の市場におい

て執行することができなかったときは，本所が定め

るところにより，あらかじめ本所の承認を受け，当

該承認に係る売付け又は買付けを，本所が適正と認

める値段により，自己がその相手方となって立会に

よる株価指数オプション取引及びＪ－ＮＥＴデリ

バティブ取引によらずに執行することができる。 

２ （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

（取引に関する通知書の送付） 

第45条 取引参加者は，株価指数オプション取引（第

30条に規定する過誤訂正等のための取引を含む。）

に係る未決済勘定がある顧客に対して，次の各号に
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掲げる事項を記載した通知書を毎月送付するもの

とする。 

(1) 取引対象株価指数及び株価指数プットオプシ

ョン又は株価指数コールオプションの別 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)～(9) （略）  

２～５ （略） 

 

（委託の際の指示事項） 

第56条 顧客が取引対象株価指数オプションの売付

け又は買付けを委託する場合には，その都度，次の

各号に掲げる事項を取引参加者に指示するものと

する。ただし，顧客があらかじめ指定した方法に従

い株価指数オプション取引の決済を行うことにつ

いて，取引参加者が同意している場合には，第４号

に掲げる事項の指示があったものとみなす。 

(1) 取引対象株価指数及び株価指数プットオプシ

ョン又は株価指数コールオプションの別 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)～(4) （略）  

(5) ストラテジー取引により行おうとするとき

は，その旨 

(6) （略） 

(7) 値段の限度（ストラテジー取引にあってはス

トラテジー値段の限度） 

(8) 有効期間条件又は執行数量条件 

掲げる事項を記載した通知書を毎月送付するもの

とする。 

(1) 日経300株価指数プットオプション若しくは

日経300株価指数コールオプション，日経平均株

価指数プットオプション若しくは日経平均株価

指数コールオプション，ハイテク株価指数プッ

トオプション若しくはハイテク株価指数コール

オプション，フィナンシャル株価指数プットオ

プション若しくはフィナンシャル株価指数コー

ルオプション又はコンシューマー，株価指数プ

ットオプション若しくはコンシューマー株価指

数コールオプションの別 

(2)～(9) （略）  

２～５ （略） 

 

（委託の際の指示事項） 

第56条 顧客が取引対象株価指数オプションの売付

け又は買付けを委託する場合には，その都度，次の

各号に掲げる事項を取引参加者に指示するものと

する。ただし，顧客があらかじめ指定した方法に従

い株価指数オプション取引の決済を行うことにつ

いて，取引参加者が同意している場合には，第４号

に掲げる事項の指示があったものとみなす。 

(1) 日経300株価指数プットオプション若しくは

日経300株価指数コールオプション，日経平均株

価指数プットオプション若しくは日経平均株価

指数コールオプション，ハイテク株価指数プッ

トオプション若しくはハイテク株価指数コール

オプション，フィナンシャル株価指数プットオ

プション若しくはフィナンシャル株価指数コー

ルオプション又はコンシューマー株価指数プッ

トオプション若しくはコンシューマー株価指数

コールオプションの別 

(2)～(4) （略） 

(5) Ｊ－ＮＥＴデリバティブ取引により行おうと

するときは，その旨 

(6) （略） 

(7) 値段の限度（Ｊ－ＮＥＴデリバティブ取引に

あっては値段） 

 （新設） 
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(9) 呼値に条件を付すときは，その条件 

(10) 取引時間 

 

(11) （略） 

２・３ （略） 

 

（取引再開時における委託注文の効力） 

第56条の３ 委託注文は，第56条第１項第11号に規

定する顧客が指示した当該委託注文の有効期間内

においては，本所が株価指数オプション取引の停止

を行った場合においても，その効力を有する。ただ

し，顧客が当該場合に委託注文を失効させる旨の指

示を行っているときは，この限りでない。 

 

 

付  則 

１ この特例は，平成23年２月14日から施行する。 

２ 前項の規定にかかわらず，売買システムの稼働

に支障が生じたことにより，改正後の規定により売

買を行うことができない又はそのおそれがあると

本所が認める場合には，平成23年２月14日以後の本

所が定める日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （新設） 

(8) 立会時（Ｊ－ＮＥＴデリバティブ取引にあっ

ては，取引時間） 

(9) （略） 

２・３ （略） 

 

（取引再開時における委託注文の効力） 

第56条の３ 委託注文は，第56条第１項第９号に規

定する顧客が指示した当該委託注文の有効期間内

においては，本所が株価指数オプション取引の停止

を行った場合においても，その効力を有する。ただ

し，顧客が当該場合に委託注文を失効させる旨の指

示を行っているときは，この限りでない。 
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業務方法書の一部改正新・旧規定対照表 

（下線の部分は改正箇所） 

新 旧 

 

（清算参加者料金） 

第13条 清算参加者は，本所が定めるところにより，

清算参加者料金を本所に納入しなければならない。

 

 （削る） 

 （削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（清算数値） 

第48条 本所は，株価指数先物取引の各限月取引につ

いて，各取引日（指数先物特例第２条第６号に規定

する「取引日」をいう。以下，この節において同じ。）

の日中立会の終了後に，その取引日の清算数値を定

める。 

２ 前項の清算数値は，その立会による取引日の株

価指数先物取引の約定数値（ストラテジー取引によ

る約定数値を除く。以下この項において同じ。）の

うち本所が定める時間帯における 終の約定数値

とする。ただし，当該 終の約定数値がない限月取

引については，理論価格（当該理論価格が呼値の単

位の整数倍でないときは，当該理論価格に も近接

する呼値の単位の整数倍の値段（該当する値段が二

つある場合は，高い方の値段））とする。 

 

 

（清算参加者料金） 

第13条 清算参加者は基本料及び清算手数料を，本所

が定めるところにより，本所に納入しなければなら

ない。 

２ 基本料の額は，本所が規則により定める。 

３ 清算手数料の額は，当該清算参加者を当事者と

する清算対象取引に係る次の各号に掲げる取引契

約金額等（以下「清算手数料の算出の基準」という。）

に清算手数料率を乗じて算出した額の総額とし，清

算手数料の算出の基準及び清算手数料率について

は，株価指数先物取引，個別証券オプション取引，

株価指数オプション取引及び取引所ＦＸ取引に区

分して，本所が規則により定める。 

(1) 株価指数先物取引における取引契約金額 

(2) 個別証券オプション取引における取引代金及

び権利行使により成立する有価証券の売買代金 

(3) 株価指数オプション取引における取引代金及

び権利行使により授受する金額 

(4) 取引所ＦＸ取引における取引数量 

 

（清算数値） 

第48条 本所は，株価指数先物取引の各限月取引につ

いて，各取引日（指数先物特例第２条第６号に規定

する「取引日」をいう。以下，この節において同じ。）

の午後立会の終了後に，その取引日の清算数値を定

める。 

２ 前項の清算数値は，その立会による取引日の株

価指数先物取引の約定数値（限月間スプレッド取引

による約定数値を除く。以下この項において同じ。）

のうち本所が定める時間帯における 終の約定数

値（本所が定めるところにより気配表示された 終

気配値段を含む。以下この条において同じ。）とす

る。ただし，当該 終の約定数値がない限月取引に

ついては，次の各号に掲げる株価指数先物取引の限

月取引の区分に従い，当該各号の定める数値とす

る。 
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（削る） 

 

 

 

 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 前項の規定にかかわらず，Large取引（指数先物

特例第３条の２に規定するLarge取引をいう。）の

限月取引と取引 終日を同一とするMini取引（同条

に規定するMini取引をいう。）の限月取引に係る清

算数値は，当該Large取引の限月取引に係る清算数

値と同一とする。 

４・５ （略） 

 

 

 付  則 

１ この業務方法書は，平成23年２月14日から施行す

(1) 直近の限月取引（各限月取引のうち， 初に

取引 終日が到来する限月取引をいう。以下同

じ。） 

  理論価格（現実数値と理論上価値が同一であ

ると認められる値段であって，本所が定める方

法により算出されるものをいう。以下この節に

おいて同じ。） 

(2) 直近の限月取引以外の限月取引 

ａ 限月間スプレッド取引（直近の限月取引（そ

の日に終了する取引日における直近の限月取

引をいう。以下このａにおいて同じ。）と直

近の限月取引以外の限月取引との間の限月間

スプレッド取引に限る。以下このａにおいて

同じ。）の取引開始日以後，限月間スプレッ

ド取引（イブニング・セッションにおける限

月間スプレッド取引を除く。以下このａにお

いて同じ。）の呼値について取引が成立した

ことがある場合 

 直近の限月取引の清算数値に，限月間スプ

レッド取引における約定スプレッド価格（本

所が定めるところにより気配表示された気配

スプレッド価格を含む。以下このａにおいて

同じ。）のうち直前の約定スプレッド価格を

加えて得た数値とする。ただし，その日に当

該約定スプレッド価格がない場合は，直近の

限月取引の清算数値に，直近の約定スプレッ

ド価格を加えて得た数値とする。 

ｂ 前ａ以外の場合 

 理論価格 

３ 前項の規定にかかわらず，Mini取引（指数先物

特例第３条の２に規定するMini取引をいう。）の清

算数値は，取引 終日を同一とするLarge取引（同

条に規定するLarge取引をいう。）の各限月取引に

係る清算数値と同一とする。 

 

４・５ （略） 
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る。 

２ 前項の規定にかかわらず，売買システムの稼働に

支障が生じたことにより，改正後の規定により売買

を行うことができない又はそのおそれがあると本

所が認める場合には，平成23年２月14日以後の本所

が定める日から施行する。 
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先物・オプション取引に係る証拠金及び未決済約定の引継ぎ等に関する規則の一部改正新・旧規定対照表 

（下線の部分は改正箇所） 

新 旧 

 

（清算価格） 

第６条 本所は，オプション取引の各銘柄について，

その日（株価指数オプション取引にあっては，取引

日をいう。この項において同じ。）の日中立会（個

別証券オプション取引にあっては，立会をいう。こ

の項及び第13条第３号において同じ。）の終了後に，

その日の清算価格を定める。 

２ 前項の清算価格は，次の各号に掲げる場合ごと

に，当該各号に定める数値とする。 

 

 

(1) 本所が定める時間帯における約定価格がある

場合 

  本所が定める時間帯における 終の約定価格 

(2) 前号に定める約定価格がない場合 

 

  本所が理論価格として算出した数値 

(3) 前２号の価格が本質的価値に満たない場合 

  当該本質的価値（当該本質的価値が呼値の単

位の整数倍でないときは，当該本質的価値に

も近接する呼値の単位の整数倍の値段に切り上

げる。） 

(4) 前３号に定める数値が清算価格として適当で

ないと本所が認める場合 

  本所がその都度定める数値 

３ （略） 

 

（緊急取引証拠金の預託） 

第12条 株価指数先物取引の相場が，日中立会の本所

が定める時間において本所が定める基準を超えて

変動した場合その他本所が必要と認めた場合は，清

算参加者は，自己分の取引証拠金として本所に預託

している金銭の額及び有価証券を代用価格（前々日

における時価に別表第２項に定める率を乗じた額

（当該有価証券がアメリカ合衆国財務省証券であ

る場合は，その時価に同項に定める率を乗じた額を

 

（清算価格） 

第６条 本所は，オプション取引の各銘柄について，

その日（株価指数オプション取引にあっては，取引

日をいう。この項において同じ。）の午後立会の終

了後に，その日の清算価格を定める。 

 

 

２ 前項の清算価格は，本所が定める方法により理

論価格として算出した数値とする。ただし，当該理

論価格として算出した数値が次の各号のいずれか

に該当する場合は，当該各号に定める数値とする。

(1) 本質的価値に満たない場合 

 

  当該本質的価値 

(2) 清算価格として適当でないと本所が認める場

合 

  本所がその都度定める数値 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

３ （略） 

 

（緊急取引証拠金の預託） 

第12条 株価指数先物取引の相場が午前立会におい

て本所が定める基準を超えて変動した場合その他

本所が必要と認めた場合は，清算参加者は，自己分

の取引証拠金として本所に預託している金銭の額

及び有価証券を代用価格（前々日における時価に別

表第２項に定める率を乗じた額（当該有価証券がア

メリカ合衆国財務省証券である場合は，その時価に

同項に定める率を乗じた額を前々日における東京
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前々日における東京外国為替市場の対顧客直物電

信買相場の１米ドル当たりの円貨額により円貨に

換算した額）をいう。）により評価した額の合計額

が次条に規定する緊急取引証拠金所要額に満たな

い場合には，その不足額以上の額を，自己分の取引

証拠金として，その日の午後４時までに本所に預託

しなければならない。この場合において，当該取引

証拠金は，有価証券をもって代用預託することがで

きる。 

２ 本所は，前項の規定により取引証拠金の預託を

行わせることとした場合には，その旨を速やかに清

算参加者に通知する。 

３ （略） 

 

（緊急取引証拠金所要額） 

第13条 緊急取引証拠金所要額は，リスク再計算額に

株価指数先物取引差金相当額及びオプション取引

代金相当額を加減して得た額とする。この場合にお

いて，これらの用語の意義は，次の各号に定めると

ころによる。 

(1) リスク再計算額 

  第５条第２項の規定中「自己の計算による」

とあるのは「その日（株価指数先物取引又は株

価指数オプション取引にあっては，その取引日）

の本所が定める時間までにおける自己の計算に

よる」と，「清算価格」とあるのは「緊急清算

価格」と読み替えて同項の規定により計算した

自己分の取引証拠金所要額に相当する額 

(2) 株価指数先物取引差金相当額 

  株価指数先物取引について，次のａ及びｂに

定める額を合計した額とする。 

ａ その取引日のイブニング・セッション及び

日中立会のうち本所が定める時間までに行わ

れた自己の計算による株価指数先物取引（本

所が定める時間までのその取引日に行われた

Ｊ－ＮＥＴデリバティブ取引（Ｊ－ＮＥＴ市

場に関する有価証券上場規程，業務規程，信

用取引・貸借取引規程及び受託契約準則等の

特例第２条第６号に規定するＪ－ＮＥＴデリ

バティブ取引をいう。以下同じ。）を含む。

外国為替市場の対顧客直物電信買相場の１米ドル

当たりの円貨額により円貨に換算した額）をいう。）

により評価した額の合計額が次条に規定する緊急

取引証拠金所要額に満たない場合には，その不足額

以上の額を，自己分の取引証拠金として，その日の

午後４時までに本所に預託しなければならない。こ

の場合において，当該取引証拠金は，有価証券をも

って代用預託することができる。 

 

２ 本所は，前項の規定により取引証拠金の預託を

行わせる場合には，その旨を，その日の午前立会の

終了後速やかに清算参加者に通知する。 

３ （略） 

 

（緊急取引証拠金所要額） 

第13条 緊急取引証拠金所要額は，リスク再計算額に

株価指数先物取引差金相当額及びオプション取引

代金相当額を加減して得た額とする。この場合にお

いて，これらの用語の意義は，次の各号に定めると

ころによる。 

(1) リスク再計算額 

  第５条第２項の規定中「自己の計算による」

とあるのは「その日（株価指数先物取引又は株

価指数オプション取引にあっては，その取引日）

の午前立会終了時における自己の計算による」

と，「清算価格」とあるのは「緊急清算価格」

と読み替えて同項の規定により計算した自己分

の取引証拠金所要額に相当する額 

(2) 株価指数先物取引差金相当額 

  株価指数先物取引について，次のａ及びｂに

定める額を合計した額とする。 

ａ その取引日のイブニング・セッション及び

午前立会に行われた自己の計算による株価指

数先物取引（指数先物特例第５条第１項各号

に規定する午前立会の終了時までのその取引

日に行われたＪ－ＮＥＴデリバティブ取引

（Ｊ－ＮＥＴ市場に関する有価証券上場規

程，業務規程，信用取引・貸借取引規程及び

受託契約準則等の特例第２条第６号に規定す

るＪ－ＮＥＴデリバティブ取引をいう。以下
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以下このａにおいて同じ。），顧客の委託に

基づく株価指数先物取引及び有価証券等清算

取次ぎの委託に基づく株価指数先物取引につ

いて，その約定数値と緊急清算数値との差に

相当する額 

 

ｂ （略） 

(3) オプション取引代金相当額 

  その日の日中立会における本所が定める時間

まで（株価指数オプション取引にあっては，そ

の取引日のイブニング・セッション及び日中立

会における本所が定める時間まで）に行われた

自己の計算によるオプション取引（本所が定め

る時間までのその取引日に行われたＪ－ＮＥＴ

デリバティブ取引を含む。以下この号において

同じ。），顧客の委託に基づくオプション取引

及び有価証券等清算取次ぎの委託に基づくオプ

ション取引に係る取引代金に相当する額とす

る。 

 

 

 

（緊急清算数値等） 

第14条  （略） 

２ 前項の緊急清算数値又は緊急清算価格は，次に

掲げる先物・オプション取引の区分に従い，当該各

号に定めるところによる。 

(1) 株価指数先物取引 

  業務方法書第48条第２項から第４項までの規

定は，株価指数先物取引に係る緊急清算数値に

ついて準用する。この場合において，同条第２

項中「前項の清算数値」とあるのは「緊急清算

数値」と，「その立会による取引日」とあるの

は「その日の日中立会」と，同条第３項及び同

条第４項中「清算数値」とあるのは「緊急清算

数値」と読み替えるものとする。ただし，各限

月取引の取引 終日の終了する日の翌日（当該

取引 終日の終了する日の翌日に，株式会社東

京証券取引所（以下「東京証券取引所」という。）

又は主たる取引所金融商品市場（取引対象株価

同じ。）を含む。以下このａにおいて同じ。），

顧客の委託に基づく株価指数先物取引及び有

価証券等清算取次ぎの委託に基づく株価指数

先物取引について，その約定数値と緊急清算

数値との差に相当する額 

 

ｂ （略） 

(3) オプション取引代金相当額 

  その日の午前立会（株価指数オプション取引

にあっては，その取引日のイブニング・セッシ

ョン及び午前立会）に行われた自己の計算によ

るオプション取引（個別証券オプション特例第

10条第１項に規定する午前立会の終了時までの

その取引日に行われたＪ－ＮＥＴデリバティブ

取引及び指数オプション特例第７条第１項各号

に規定する午前立会の終了時までに行われたＪ

－ＮＥＴデリバティブ取引を含む。以下この号

において同じ。），顧客の委託に基づくオプシ

ョン取引及び有価証券等清算取次ぎの委託に基

づくオプション取引に係る取引代金に相当する

額とする。 

 

（緊急清算数値等） 

第14条 （略） 

２ 前項の緊急清算数値又は緊急清算価格は，次に

掲げる先物・オプション取引の区分に従い，当該各

号に定めるところによる。 

(1) 株価指数先物取引 

  業務方法書第48条第２項から第４項までの規

定は，株価指数先物取引に係る緊急清算数値に

ついて準用する。この場合において，同条第２

項中「前項の清算数値」とあるのは「緊急清算

数値」と，「その取引日」とあるのは「その日

の午前立会」と，同項第２号ａ，同条第３項及

び同条第４項中「清算数値」とあるのは「緊急

清算数値」と読み替えるものとする。ただし，

各限月取引の取引 終日の終了する日の翌日

（当該取引 終日の終了する日の翌日に，株式

会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」

という。）又は主たる取引所金融商品市場（取
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指数の算出者が当該取引対象株価指数の算出の

ために株価を採用している取引所金融商品市場

をいう。以下同じ。）における株券の売買立会

が午前立会開始時から午前立会終了時まで停止

された場合（東京証券取引所の定める業務規程

第29条第３号又は第４号の規定（主たる取引所

金融商品市場を開設する者が定める当該規定に

相当する規定を含む。）により株券の売買が停

止された場合を含む。））において本所が必要

と認めるときは，当該取引 終日の翌取引日か

らその都度定める取引日までの取引日において

は，本所が定める数値を当該限月取引の緊急清

算数値とする。 

(2) オプション取引 

ａ その日が当該銘柄の権利行使日（各限月取

引の取引 終日の終了する日の翌日に東京証

券取引所における株券の売買立会が午前立会

開始時から午前立会終了時まで停止された場

合（東京証券取引所の定める業務規程第29条

第３号又は第４号の規定により株券の売買が

停止された場合を含む。）において本所が必

要と認めるときは，当該取引 終日の終了す

る日の翌日からその都度定める日までの日を

含む。）以外の日である場合 

 第６条第２項及び第３項の規定は，オプシ

ョン取引に係る緊急清算価格について準用す

る。この場合において，同条第２項中「前項

の清算価格」とあるのは「緊急清算価格」と，

同条第３項第１号中「オプション清算値段」

とあるのは「緊急オプション清算値段」と，

同条第３項第２号中「オプション清算数値」

とあるのは「緊急オプション清算数値」と読

み替えるものとする。 

ｂ （略） 

３ 個別証券オプション特例第38条第２項の規定

は，個別証券オプション取引に係る緊急オプション

清算値段について準用する。この場合において，同

項中「前項のオプション清算値段」とあるのは「緊

急オプション清算値段」と，「その日のオプション

対象証券の 終値段」とあるのは「本所が定める時

引対象株価指数の算出者が当該取引対象株価指

数の算出のために株価を採用している取引所金

融商品市場をいう。以下同じ。）における株券

の売買立会が午前立会開始時から午前立会終了

時まで停止された場合（東京証券取引所の定め

る業務規程第29条第３号又は第４号の規定（主

たる取引所金融商品市場を開設する者が定める

当該規定に相当する規定を含む。）により株券

の売買が停止された場合を含む。））において

本所が必要と認めるときは，当該取引 終日の

翌取引日からその都度定める取引日までの取引

日においては，本所が定める数値を当該限月取

引の緊急清算数値とする。 

(2) オプション取引 

ａ その日が当該銘柄の権利行使日（各限月取

引の取引 終日の終了する日の翌日に東京証

券取引所における株券の売買立会が午前立会

開始時から午前立会終了時まで停止された場

合（東京証券取引所の定める業務規程第29条

第３号又は第４号の規定により株券の売買が

停止された場合を含む。）において本所が必

要と認めるときは，当該取引 終日の終了す

る日の翌日からその都度定める日までの日を

含む。）以外の日である場合 

 第６条第１項ただし書，第２項及び第３項

の規定は，オプション取引に係る緊急清算価

格について準用する。この場合において，同

条第２項中「前項の清算価格」とあるのは「緊

急清算価格」と，同条第３項第１号中「オプ

ション清算値段」とあるのは「緊急オプショ

ン清算値段」と，同条第３項第２号中「オプ

ション清算数値」とあるのは「緊急オプショ

ン清算数値」と読み替えるものとする。 

ｂ （略） 

３ 個別証券オプション特例第38条第２項の規定

は，個別証券オプション取引に係る緊急オプション

清算値段について準用する。この場合において，同

条同項中「前項のオプション清算値段」とあるのは

「緊急オプション清算値段」と，「その日」とある

のは「その日の午前立会」と読み替えるものとする。
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間における直前のオプション対象証券の約定値段」

と読み替えるものとする。 

４ 緊急オプション清算数値は，本所が定める時間

における直前のオプション対象株価指数とする。た

だし，各限月取引の取引 終日の終了する日の翌日

（当該取引 終日の終了する日の翌日に，東京証券

取引所における株券の売買立会が午前立会開始時

から午前立会終了時まで停止された場合（東京証券

取引所の定める業務規程第29条第３号若しくは第

４号の規定により株券の売買が停止された場合を

含む。）において本所が必要と認めるときは，当該

取引 終日の終了する日の翌日からその都度定め

る取引日までの取引日）においては，本所が定める

数値を当該限月取引の緊急オプション清算数値と

する。 

 

 

 付  則 

１ この規則は，平成23年２月14日から施行する。 

２ 前項の規定にかかわらず，売買システムの稼働

に支障が生じたことにより，改正後の規定により売

買を行うことができない又はそのおそれがあると

本所が認める場合には，平成23年２月14日以後の本

所が定める日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 緊急オプション清算数値は，その日の午前立会

の終了時における 終のオプション対象株価指数

とする。ただし，各限月取引の取引 終日の翌取引

日（当該取引 終日の終了する日の翌日に，東京証

券取引所における株券の売買立会が午前立会開始

時から午前立会終了時まで停止された場合（東京証

券取引所の定める業務規程第29条第３号若しくは

第４号の規定により株券の売買が停止された場合

を含む。）において本所が必要と認めるときは，当

該取引 終日の翌取引日からその都度定める取引

日までの取引日）においては，本所がその都度定め

る数値を当該限月取引の緊急オプション清算数値

とする。 

 

 

 


